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１．戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］の目次

戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］は、地域区分（１～８地域）と構造（木造、ＲＣ造、Ｓ造）によって

分類され、24のファイルがあります。

外皮性能

木造 ＲＣ造 Ｓ造

１地域 １地域 １地域

２地域 ２地域 ２地域

３地域 ３地域 ３地域

４地域 ４地域 ４地域

５地域 ５地域 ５地域

６地域 ６地域 ６地域

７地域 ７地域 ７地域

８地域 ８地域 ８地域

地域区分
断熱構造による

住戸の種類
浴室の断熱構造

シート番号

木造 ＲＣ造 Ｓ造

１地域
床断熱住戸

床断熱 1-1-1 1-2-1 1-3-1

基礎断熱 1-1-2 1-2-2 1-3-2

外皮に接する浴室床なし 1-1-3 1-2-3 1-3-3

基礎断熱住戸 ― 1-1-4 1-2-4 1-3-4

２地域
床断熱住戸

床断熱 2-1-1 2-2-1 2-3-1

基礎断熱 2-1-2 2-2-2 2-3-2

外皮に接する浴室床なし 2-1-3 2-2-3 2-3-3

基礎断熱住戸 ― 2-1-4 2-2-4 2-3-4

３地域
床断熱住戸

床断熱 3-1-1 3-2-1 3-3-1

基礎断熱 3-1-2 3-2-2 3-3-2

外皮に接する浴室床なし 3-1-3 3-2-3 3-3-3

基礎断熱住戸 ― 3-1-4 3-2-4 3-3-4

４地域
床断熱住戸

床断熱 4-1-1 4-2-1 4-3-1

基礎断熱 4-1-2 4-2-2 4-3-2

外皮に接する浴室床なし 4-1-3 4-2-3 4-3-3

基礎断熱住戸 ― 4-1-4 4-2-4 4-3-4

５地域
床断熱住戸

床断熱 5-1-1 5-2-1 5-3-1

基礎断熱 5-1-2 5-2-2 5-3-2

外皮に接する浴室床なし 5-1-3 5-2-3 5-3-3

基礎断熱住戸 ― 5-1-4 5-2-4 5-3-4

６地域
床断熱住戸

床断熱 6-1-1 6-2-1 6-3-1

基礎断熱 6-1-2 6-2-2 6-3-2

外皮に接する浴室床なし 6-1-3 6-2-3 6-3-3

基礎断熱住戸 ― 6-1-4 6-2-4 6-3-4

７地域
床断熱住戸

床断熱 7-1-1 7-2-1 7-3-1

基礎断熱 7-1-2 7-2-2 7-3-2

外皮に接する浴室床なし 7-1-3 7-2-3 7-3-3

基礎断熱住戸 ― 7-1-4 7-2-4 7-3-4

８地域
床断熱住戸

床断熱 8-1-1 8-2-1 8-3-1

基礎断熱 8-1-2 8-2-2 8-3-2

外皮に接する浴室床なし 8-1-3 8-2-3 8-3-3

基礎断熱住戸 ― 8-1-4 8-2-4 8-3-4

１つのファイルには、「断熱構造による住戸の種類」と「浴室の断熱構造」によって４つのシートが綴られ

ていますので、その中から当該住戸の断熱構造に該当するシートを選択します。

地域区分

１：木造
２：ＲＣ造
３：Ｓ造

１：床断熱住戸（浴室床断熱）
２：床断熱住戸（浴室基礎断熱）
３：床断熱住戸（外皮に接する浴室床なし）
４：基礎断熱住戸

１ – １ - １

●シート番号の凡例

●外皮性能のファイル

●外皮性能のシート一覧
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外皮平均熱貫流率UA ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となる窓は、対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.194 × ＝ 0.000 (1)

0.489 × ＝ 0.000 (2)

0.004 × ＝ 0.000 (3)

浴室※1 0.009 × ＝ 0.000 (4)

0.121 × ＝ 0.000 (5)

0.107 × ＝ 0.000 (6)

0.014 × ＝ 0.000 (7)

※1　浴室床部の熱貫流率Uの値がわからないとき等は、定数（3.40）を用いることができる。 ↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 線熱貫流率ψ 結果

土間床等の

外周部※1 0.021 × ＝ 0.000 (8)

※1　線熱貫流率ψの値がわからないとき等は、定数(1.57)を用いることができる。 ↑小数点第４位以下を切り上げ

　　　外皮平均熱貫流率UA[W/(㎡・K)] (1)～(8)の合計 ＝ 0.00
※小数点第３位以下を切り上げ（基準値：0.87 [W/(㎡・K)]以下であれば適合）

窓

ドア

玄関等

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

床
その他の床

物件名

住所

戸建住宅簡易計算シート

外皮性能

断熱構造による住戸の種類 床断熱住戸

浴室の断熱構造 床断熱 

作成者

地域の区分 ６地域

構造 木造
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●１枚目のシート

部位の熱貫流率Ｕ

1. 断熱材メーカーのカタログ等
2. 詳細計算法※1

3. 面積比率法（簡略計算法） ※1

4. 部位別貫流率表※2

土間床等の外周部の
線熱貫流率ψ

開口部の熱貫流率Ｕ

：記載項目

：参照先

1.1 戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］ 木造

1. 窓・ドアメーカーのカタログ等
2. 簡略計算法※1

3. ポータルサイト※3

※1：国立研究開発法人建築研究所
「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」に掲載

https://www.kenken.go.jp/becc/index.html/
※2：断熱建材協議会のホームページに掲載

http://dankenkyou.com/
※3：一般社団法人住宅性能評価・表示協会

「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に掲載
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

１物件の戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］は、２枚構成になっています。以下はシート番号：6-1-1

「６地域／木造／床断熱住戸（浴室床断熱）」の計算シートです。性能値を記入し、計算をして外皮平均熱

貫流率を算出します。基準値以下であれば適合です。性能値の記載項目と参照先は下図のとおりです。なお、

一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、 を確認してください。

1. 熱損失係数の算出プログラム
2. 熱損失係数表
3. 仕様によらず使うことができる
数値
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冷房期の平均日射熱取得率ηAC ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も大きな部位の垂直面日射熱取得率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となる窓は、対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.659 × ＝ 0.000 (9)

0.762 × ＝ 0.000 (10)

0.004 × ＝ 0.000 (11)

0.020 × ＝ 0.000 (12)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 垂直面日射熱取得率ηd 結果

4.356 × ＝ 0.000 (13)

↑小数点第４位以下を切り上げ

　　　冷房期の平均日射熱取得率ηAC[-] (9)～(13)の合計 ＝ 0.0
　　　 　　　※小数点第２位以下を切り上げ（基準値：2.8[－]以下であれば適合）

暖房期の平均日射熱取得率ηAH ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も小さな部位の垂直面日射熱取得率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となる窓は、対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.658 × ＝ 0.000 (14)

0.882 × ＝ 0.000 (15)

0.002 × ＝ 0.000 (16)

0.014 × ＝ 0.000 (17)

↑小数点第４位以下を切り捨て

係数 垂直面日射熱取得率ηd 結果

4.786 × ＝ 0.000 (18)

↑小数点第４位以下を切り捨て

　　　暖房期の平均日射熱取得率ηAH[-] (14)～(18)の合計 ＝ 0.0
　　　　　　 ※小数点第２位以下を切り捨て（基準値：なし）

窓

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

ドア

窓

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

ドア
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窓の垂直面日射熱取得率ηd

部位の熱貫流率Ｕ

（１枚目と同じ）

●２枚目のシート

1.1 戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］ 木造

：記載項目

：参照先

※1：国立研究開発法人建築研究所
「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」に掲載

https://www.kenken.go.jp/becc/index.html/
※3：一般社団法人住宅性能評価・表示協会

「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に掲載
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

1. 窓メーカーのカタログ等
2. 簡略計算法※1

3. ポータルサイト※3

２枚目のシートも１枚目のシートと同様に性能値を記入し、計算をして冷房期の平均日射熱取得率と暖房期

の平均日射熱取得率を算出します。冷房期の平均日射熱率は基準値以下であれば適合です、暖房期の平均日

射熱取得率の適否判定は不要ですが、一次エネルギー消費性能の計算に必要となります。性能値の記載項目

と参照先は下図のとおりです。 なお、一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、 を確認してく

ださい。
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【試行版】作成年月日　20　　年　　　　月　　　　日 シート番号：6-2-4 1

屋根

外壁

床

※「外断熱」「内断熱」「外断熱＋内断熱」のうち該当する断熱工法を記入してください。

外皮平均熱貫流率UA ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となる窓は対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.185 × ＝ 0.000 (1)

0.466 × ＝ 0.000 (2)

0.054 × ＝ 0.000 (3)

0.102 × ＝ 0.000 (4)

0.013 × ＝ 0.000 (5)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.012 × ＝ 0.000 (6)

0.014 × ＝ 0.000 (7)

0.087 × ＝ 0.000 (8)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.056 × ＝ 0.000 (9)

0.129 × ＝ 0.000 (10)

屋根又は天井と壁 0.207 × ＝ 0.000 (11)

0.022 × ＝ 0.000 (12)

0.101 × ＝ 0.000 (13)

↑小数点第４位以下を切り上げ

※　部位の断熱工法の組合せにより熱橋が発生する部位が異なるため、「部位の断熱工法の組合せ別の構造熱橋部確認表」を確認の上、

　　熱橋が発生する部位にはψの値を記載する。発生しない部位は「0」とする。

　　　外皮平均熱貫流率UA[W/(㎡・K)] (1)～(13)の合計 ＝ 0.00
※小数点第３位以下を切り上げ（基準値：0.87 [W/(㎡・K)]以下であれば適合）

住所

浴室

戸建住宅簡易計算シート

外皮性能

物件名

作成者

地域の区分 ６地域

構造 ＲＣ造（壁式構造）

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

断熱構造による住戸の種類 基礎断熱住戸

部位の断熱工法

の組合せ※

窓

ドア

玄関等

熱橋部位※

屋根又は天井

壁

壁と壁（入隅）

壁と床

その他の床

土間床等の
外周部

１物件の戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］は、２枚構成になっています。以下はシート番号：6-2-4「６

地域／ＲＣ造／基礎断熱住戸」の計算シートです。屋根、外壁、床の断熱工法（「外断熱」「内断熱」「外断

熱＋内断熱」のいずれか）を記入します。性能値を記入し、計算をして外皮平均熱貫流率を算出します。性能

値の記載項目と参照先は下図のとおりです。なお、一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、 を

確認してください。

部位の断熱工法の組合せにより熱橋が発生する部位が異なるため、「部位

の断熱工法の組合せ別の構造熱橋部確認表」を確認の上、熱橋が発生する

部位にはψの値を記入します。発生しない部位は「0」とします。

「部位の断熱工法の組合せ別の構造熱橋部確認表」は、「外皮性能 補足情

報」に掲載しています。

ＲＣ造の熱橋部位の
線熱貫流率ψ

●１枚目のシート

部位の熱貫流率Ｕ

土間床等の外周部の
線熱貫流率ψ

開口部の熱貫流率Ｕ

：記載項目

：参照先

1.2 戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］ ＲＣ造

1. 断熱材メーカーのカタログ等
2. 標準計算法※1

※1：国立研究開発法人建築研究所
「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」に掲載

https://www.kenken.go.jp/becc/index.html/
※3：一般社団法人住宅性能評価・表示協会

「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に掲載
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

ＲＣ造の線熱貫流率一覧表※1

1. 窓・ドアメーカーのカタログ等
2. 簡略計算法※1

3. ポータルサイト※3

1. 熱損失係数の算出プログラム
2. 熱損失係数表
3. 仕様によらず使うことができる
数値
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冷房期の平均日射熱取得率ηAC ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も大きな部位の垂直面日射熱取得率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となる窓は対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.628 × ＝ 0.000 (14)

0.725 × ＝ 0.000 (15)

0.084 × ＝ 0.000 (16)

0.019 × ＝ 0.000 (17)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 垂直面日射熱取得率ηd 結果

4.147 × ＝ 0.000 (18)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.190 × ＝ 0.000 (19)

壁 0.207 × ＝ 0.000 (20)

屋根又は天井と壁 0.508 × ＝ 0.000 (21)

0.031 × ＝ 0.000 (22)

0.159 × ＝ 0.000 (23)

↑小数点第４位以下を切り上げ

※　部位の断熱工法の組合せにより熱橋が発生する部位が異なるため、「部位の断熱工法の組合せ別の構造熱橋部確認表」を確認の上、

　　熱橋が発生する部位にはψの値を記載する。発生しない部位は「0」とする。

　　　冷房期の平均日射熱取得率ηAC[-] (14)～(23)の合計 ＝ 0.0
　　　 　　　※小数点第２位以下を切り上げ（基準値：2.8[－]以下であれば適合）

暖房期の平均日射熱取得率ηAH ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も小さな部位の垂直面日射熱取得率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となる窓は対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.627 × ＝ 0.000 (24)

0.839 × ＝ 0.000 (25)

0.100 × ＝ 0.000 (26)

0.013 × ＝ 0.000 (27)

↑小数点第４位以下を切り捨て

係数 垂直面日射熱取得率ηd 結果

4.556 × ＝ 0.000 (28)

↑小数点第４位以下を切り捨て

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.189 × ＝ 0.000 (29)

壁 0.281 × ＝ 0.000 (30)

屋根又は天井と壁 0.507 × ＝ 0.000 (31)

0.022 × ＝ 0.000 (32)

0.197 × ＝ 0.000 (33)

↑小数点第４位以下を切り捨て

※　部位の断熱工法の組合せにより熱橋が発生する部位が異なるため、「部位の断熱工法の組合せ別の構造熱橋部確認表」を確認の上、

　　熱橋が発生する部位にはψの値を記載する。発生しない部位は「0」とする。

　　　暖房期の平均日射熱取得率ηAH[-] (24)～(33)の合計 ＝ 0.0
　　　　　　

※小数点第２位以下を切り捨て（基準値：なし）

窓

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

ドア

壁と壁（入隅）

壁と床

熱橋部位※

屋根又は天井

壁と壁（入隅）

壁と床

窓

熱橋部位※

屋根又は天井

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

ドア

●２枚目のシート

窓の垂直面日射熱取得率ηd

部位の熱貫流率Ｕ

（１枚目と同じ）

ＲＣ造の熱橋部位の
線熱貫流率ψ

1.2 戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］ ＲＣ造

：記載項目

：参照先

※1：国立研究開発法人建築研究所
「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」に掲載

https://www.kenken.go.jp/becc/index.html/
※3：一般社団法人住宅性能評価・表示協会

「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に掲載
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

（１枚目と同じ）

1. 窓メーカーのカタログ等
2. 簡略計算法※1

3. ポータルサイト※3

２枚目のシートも１枚目のシートと同様に性能値を記入し、計算をして冷房期の平均日射熱取得率と暖房期

の平均日射熱取得率を算出します。性能値の記載項目と参照先は下図のとおりです。 なお、一つの部位に複

数の異なる仕様を有する場合は、 を確認してください。
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【試行版】作成年月日　20　　年　　　　月　　　　日 シート番号：6-3-2 1

外皮平均熱貫流率UA ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となる窓は対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.192 × ＝ 0.000 (1)

0.482 × ＝ 0.000 (2)

0.016 × ＝ 0.000 (3)

床 その他の床 0.119 × ＝ 0.000 (4)

0.105 × ＝ 0.000 (5)

0.014 × ＝ 0.000 (6)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.021 × ＝ 0.000 (7)

0.024 × ＝ 0.000 (8)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.058 × ＝ 0.000 (9)

0.134 × ＝ 0.000 (10)

0.051 × ＝ 0.000 (11)

屋根又は天井と壁 0.214 × ＝ 0.000 (12)

0.022 × ＝ 0.000 (13)

0.106 × ＝ 0.000 (14)

0.104 × ＝ 0.000 (15)

↑小数点第４位以下を切り上げ

　　　外皮平均熱貫流率UA[W/(㎡・K)] (1)～(15)の合計 ＝ 0.00
※小数点第３位以下を切り上げ（基準値：0.87 [W/(㎡・K)]以下であれば適合）

構造 Ｓ造

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

断熱構造による住戸の種類 床断熱住戸

浴室の断熱構造 基礎断熱

住所

作成者

地域の区分 ６地域

戸建住宅簡易計算シート

外皮性能

物件名

窓

ドア

玄関等

熱橋部位

屋根又は天井

壁

床

壁と壁（出隅）

壁と床

浴室

土間床等の
外周部

壁と壁（入隅）

Ｓ造の熱橋部位の
線熱貫流率ψ

●１枚目のシート

部位の熱貫流率Ｕ

土間床等の外周部の
線熱貫流率ψ

開口部の熱貫流率Ｕ

：記載項目

：参照先

1.3 戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］ Ｓ造

1. 断熱材メーカーのカタログ等
2. 標準計算法※1

Ｓ造の線熱貫流率一覧表※1

※1：国立研究開発法人建築研究所
「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」に掲載

https://www.kenken.go.jp/becc/index.html/
※3：一般社団法人住宅性能評価・表示協会

「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に掲載
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

※4：「外皮性能 補足情報」参照

1. 窓・ドアメーカーのカタログ等
2. 簡略計算法※1

3. ポータルサイト※3

１物件の戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］は、２枚構成になっています。以下はシート番号：6-3-2「６

地域／Ｓ造／床断熱住戸（浴室基礎断熱）」の計算シートです。性能値を記入し、計算をして外皮平均熱貫流

率を算出します。性能値の記載項目と参照先は下図のとおりです。 なお、一つの部位に複数の異なる仕様を有

する場合は、 を確認してください。

1. 熱損失係数の算出プログラム
2. 熱損失係数表
3. 仕様によらず使うことができる
数値
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冷房期の平均日射熱取得率ηAC ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も大きな部位の垂直面日射熱取得率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となる窓は対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.650 × ＝ 0.000 (16)

0.751 × ＝ 0.000 (17)

0.014 × ＝ 0.000 (18)

0.020 × ＝ 0.000 (19)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 垂直面日射熱取得率ηd 結果

4.296 × ＝ 0.000 (20)

↑小数点第４位以下を切り上げ

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.197 × ＝ 0.000 (21)

壁 0.215 × ＝ 0.000 (22)

屋根又は天井と壁 0.526 × ＝ 0.000 (23)

0.032 × ＝ 0.000 (24)

0.164 × ＝ 0.000 (25)

0.083 × ＝ 0.000 (26)

↑小数点第４位以下を切り上げ

　　　冷房期の平均日射熱取得率ηAC[-] (16)～(26)の合計 ＝ 0.0
　　　 　　　※小数点第２位以下を切り上げ（基準値：2.8[－]以下であれば適合）

暖房期の平均日射熱取得率ηAH ＊下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな部位の熱貫流率とする。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も小さな部位の垂直面日射熱取得率とする。
　ただし、面積が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となる窓は対象外とすることができる。

係数 熱貫流率U 結果

0.649 × ＝ 0.000 (27)

0.869 × ＝ 0.000 (28)

0.009 × ＝ 0.000 (29)

0.014 × ＝ 0.000 (30)

↑小数点第４位以下を切り捨て

係数 垂直面日射熱取得率ηd 結果

4.720 × ＝ 0.000 (31)

↑小数点第４位以下を切り捨て

係数 線熱貫流率ψ 結果

0.196 × ＝ 0.000 (32)

壁 0.291 × ＝ 0.000 (33)

屋根又は天井と壁 0.525 × ＝ 0.000 (34)

0.023 × ＝ 0.000 (34)

0.183 × ＝ 0.000 (35)

0.102 × ＝ 0.000 (36)

↑小数点第４位以下を切り捨て

　　　暖房期の平均日射熱取得率ηAH[-] (27)～(36)の合計 ＝ 0.0
　　　　　　

※小数点第２位以下を切り捨て（基準値：なし）

壁と床

外壁
一般部

基礎壁

ドア

壁と壁（入隅）

窓

屋根・天井

熱橋部位

屋根又は天井

壁と壁（出隅）

壁と床

壁と壁（入隅）

窓

熱橋部位

屋根又は天井

屋根・天井

外壁
一般部

基礎壁

ドア

壁と壁（出隅）

●２枚目のシート

窓の垂直面日射熱取得率ηd

部位の熱貫流率Ｕ

（１枚目と同じ）

Ｓ造の熱橋部位の
線熱貫流率ψ

1.3 戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］ Ｓ造

：記載項目

：参照先

※1：国立研究開発法人建築研究所
「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」に掲載

https://www.kenken.go.jp/becc/index.html/
※3：一般社団法人住宅性能評価・表示協会

「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に掲載
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

（１枚目と同じ）

1. 窓メーカーのカタログ等
2. 簡略計算法※1

3. ポータルサイト※3

２枚目のシートも１枚目のシートと同様に性能値を記入し、計算をして冷房期の平均日射熱取得率と暖房期

の平均日射熱取得率を算出します。性能値の記載項目と参照先は下図のとおりです。 なお、一つの部位に複

数の異なる仕様を有する場合は、 を確認してください。
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２．戸建住宅簡易計算シート［一次エネルギー消費性能］の目次

戸建住宅簡易計算シート［一次エネルギー消費性能］は、地域区分（１～８地域）に分類され、８つのファ

イルがあります。構造ついては、木造、ＲＣ造、Ｓ造共通です。１つのファイルには、「主たる居室」と

「その他の居室」の暖房方式（８地域は冷房方式）によってシートが綴られていますので、その中から当該

住戸の暖冷房方式に該当するシートを選択します。

地域区分
暖房方式

シート番号
主たる居室 その他の居室

１地域

設置なし 1-エネ-1

パネルラジエーター（石油潜熱回収型温水暖房機） 1-エネ-2

パネルラジエーター（ガス潜熱回収型温水暖房機） 1-エネ-3

FF暖房機 1-エネ-4

２地域

設置なし 2-エネ-1

パネルラジエーター（石油潜熱回収型温水暖房機） 2-エネ-2

パネルラジエーター（ガス潜熱回収型温水暖房機） 2-エネ-3

FF暖房機 2-エネ-4

３地域

設置なし 3-エネ-1

FF暖房機 3-エネ-2

ルームエアコン 3-エネ-3

温水床暖房
（石油潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 3-エネ-4

温水床暖房
（ガス潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 3-エネ-5

４地域

設置なし 4-エネ-1

FF暖房機 4-エネ-2

ルームエアコン 4-エネ-3

温水床暖房
（石油潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 4-エネ-4

温水床暖房
（ガス潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 4-エネ-5

５地域

設置なし 5-エネ-1

ルームエアコン 5-エネ-2

温水床暖房
（石油潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 5-エネ-3

温水床暖房
（ガス潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 5-エネ-4

６地域

設置なし 6-エネ-1

ルームエアコン 6-エネ-2

温水床暖房
（石油潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 6-エネ-3

温水床暖房
（ガス潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 6-エネ-4

７地域

設置なし 7-エネ-1

ルームエアコン 7-エネ-2

温水床暖房
（石油潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 7-エネ-3

温水床暖房
（ガス潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン 7-エネ-4

８地域
設置なし 8-エネ-1

ルームエアコン 8-エネ-2

●一次エネルギー消費性能のシート一覧 ※地域区分ごとに１つのファイルになっています。
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作成年月日　20　　年　　　　月　　　　日 シート番号：6-エネ-3

主たる居室

その他の居室

外皮性能を記入してください。 ＊下記の太枠内に数値を記入してください。

　　　外皮平均熱貫流率UA[W/(㎡・K)] 0.00

　　　冷房期の平均日射熱取得率ηAC[-] #REF!

　　　暖房期の平均日射熱取得率ηAH[-] #REF!

ポイント掲載ページより、（1）～（5）で☑をしたポイントを以下の太枠内に転記し、

合計を計算してください。 ＊下記の太枠内にポイントを記入してください。

＝ （ア）

＝ （イ）

＝ （ウ）

＝ （エ）

＝ （オ）

＝ #REF!

住所

戸建住宅簡易計算シート

一次エネルギー消費性能

物件名

作成者

地域の区分 ６地域

暖房方式

（100ポイント以下であれば基準適合）

一次エネルギー消費性能のポイント　（ア）～（オ）の合計

温水床暖房（石油潜熱回収型温水暖房機）

ルームエアコン

　　　暖房設備 ［（１）の数字を転記］

　　　冷房設備 ［（２）の数字を転記］

　　　換気設備 ［（３）の数字を転記］

　　　照明設備 ［（４）の数字を転記］

　　　給湯設備 ［（５）の数字を転記］

【試行版】 1

外皮性能の値

戸建住宅簡易計算シート
［外皮性能］で算出した結果を

転記します

ポイント

２枚目～４枚目のシートに掲載
されているポイント表から該当
する数字を転記します

●１枚目のシート

2.1 戸建住宅簡易計算シート［一次エネルギー消費性能］

１物件の戸建住宅簡易計算シート［一次エネルギー消費性能］は、４枚構成になっています。以下は、シー

ト番号「６-エネ-３」（６地域／暖房方式が「主たる居室：温室床暖房（石油潜熱回収型温水暖房機）、そ

の他の居室：ルームエアコン」）の計算シートです。外皮性能（外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射熱取

得率、暖房期の平均日射熱取得率）の値を、戸建住宅簡易計算シート［外皮性能］で算出した結果を転記し

ます。ポイント表から該当する数字を転記し、一次エネルギー消費性能のポイントを算出します。100ポイン

ト以下であれば基準に適合します。

：記載項目

：参照先
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(1) 外皮性能と暖房設備

※当該住宅の外皮平均熱貫流率と暖房期の日射熱取得率を確認し、該当する外皮性能値に☑して暖房設備の

　ポイントを確認してください。ただし、暖房期の日射熱取得率が2.2以上の場合に限ります。

ただし、暖房期の日射熱取得率が2.3以上、床の熱貫流率（U値）0.48W/㎡・K以下の場合に限ります。

ポイント

□ 0.69以下 □ 2.3以上 2.8より小さい 34

□ 2.8以上 3.3より小さい 32

□ 3.3以上 3.8より小さい 29

□ 3.8以上 4.3より小さい 27

□ 4.3以上 24

□ 0.69より大きく 0.78以下 □ 2.3以上 2.8より小さい 38

□ 2.8以上 3.3より小さい 35

□ 3.3以上 3.8より小さい 33

□ 3.8以上 4.3より小さい 31

□ 4.3以上 27

□ 0.78より大きく 0.87以下 □ 2.3以上 2.8より小さい 41

□ 2.8以上 3.3より小さい 39

□ 3.3以上 3.8より小さい 36

□ 3.8以上 4.3より小さい 34

□ 4.3以上 31

□ 0.87より大きく 1.10以下 □ 2.3以上 2.8より小さい 48

□ 2.8以上 3.3より小さい 46

□ 3.3以上 3.8より小さい 43

□ 3.8以上 4.3より小さい 41

□ 4.3以上 39

□ 1.10より大きく 1.32以下 □ 2.3以上 2.8より小さい 54

□ 2.8以上 3.3より小さい 52

□ 3.3以上 3.8より小さい 50

□ 3.8以上 4.3より小さい 48

□ 4.3以上 46

□ 1.32より大きく 1.54以下 □ 2.3以上 2.8より小さい 61

□ 2.8以上 3.3より小さい 59

□ 3.3以上 3.8より小さい 57

□ 3.8以上 4.3より小さい 55

□ 4.3以上 53

外皮平均熱貫流率UA値 暖房期の日射熱取得率ηAH値
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2.1 戸建住宅簡易計算シート［一次エネルギー消費性能］

２枚目～４枚目のシートに、（１）暖房設備、（２）冷房設備、（３）換気設備、（４）照明設備、（５）

給湯設備（ ８地域は（１）冷房設備、（２）換気設備、（３）照明設備、（４）給湯設備）のポイントが記

載されていますので、該当する数値を１枚目のシートに転記します。

●２枚目のシート

●３枚目のシート

●４枚目のシート

(2) 外皮性能と冷房設備

※当該住宅の外皮平均熱貫流率と冷房期の日射熱取得率を確認し、該当する外皮性能値に☑して冷房設備の

　ポイントを確認してください。ただし、冷房期の日射熱取得率が4.0以下の場合に限ります。

ポイント

□ 0.60以上 0.69より小さい □ 1.8以下 9

□ 1.8より大きく 2.3以下 10

□ 2.3より大きく 2.8以下 12

□ 2.8より大きく 3.3以下 13

□ 3.3より大きく 3.8以下 15

□ 0.69以上 0.78より小さい □ 1.8以下 9

□ 1.8より大きく 2.3以下 10

□ 2.3より大きく 2.8以下 11

□ 2.8より大きく 3.3以下 13

□ 3.3より大きく 3.8以下 14

□ 0.78以上 0.87より小さい □ 1.8以下 8

□ 1.8より大きく 2.3以下 10

□ 2.3より大きく 2.8以下 11

□ 2.8より大きく 3.3以下 12

□ 3.3より大きく 3.8以下 14

□ 0.87以上 1.10より小さい □ 1.8以下 8

□ 1.8より大きく 2.3以下 10

□ 2.3より大きく 2.8以下 11

□ 2.8より大きく 3.3以下 12

□ 3.3より大きく 3.8以下 13

□ 1.10以上 1.32より小さい □ 1.8以下 7

□ 1.8より大きく 2.3以下 8

□ 2.3より大きく 2.8以下 9

□ 2.8より大きく 3.3以下 10

□ 3.3より大きく 3.8以下 12

□ 1.32以上 □ 1.8以下 7

□ 1.8より大きく 2.3以下 8

□ 2.3より大きく 2.8以下 9

□ 2.8より大きく 3.3以下 10

□ 3.3より大きく 3.8以下 11

外皮平均熱貫流率UA値 冷房期の日射熱取得率ηAC値
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(3) 換気設備

※該当するものに☑してポイントを確認してください。

ポイント

□ ダクト式第1種換気設備 13

□ ダクト式第2種または第3種換気設備 10

□ 壁付け式第1種換気設備 10

□ 壁付け式第2種換気設備または壁付け式第3種換気設備 8

(4) 照明設備

※主たる居室とその他の居室のすべての機器について、該当する組み合わせに☑してポイントを確認してください。

　ただし、非居室の照明器具は、白熱灯以外の照明器具を設置している場合に限ります。

□ □ 設置なし 19

□ LED 15

□ 白熱灯以外 16

□ 白熱灯 19

□ □ 設置なし 13

□ LED 10

□ 白熱灯以外 11

□ 白熱灯 13

□ □ 設置なし 14

□ LED 11

□ 白熱灯以外 12

□ 白熱灯 14

□ □ 設置なし 19

□ LED 15

□ 白熱灯以外 16

□ 白熱灯 19
※1： 「LED」：すべての機器においてLEDを使用している

　　　「白熱灯以外」：すべての機器において白熱灯以外を使用している

　　　「白熱灯」：いずれかの機器において白熱灯を使用している

(5) 給湯設備

※該当するものに☑してポイントを確認してください。

ポイント

□ 43

□ □ なし 47

□ あり 44

□ □ なし 40

□ あり 38

□ □ なし 42

□ あり 39

□ □ なし 40

□ あり 38

□ □ なし 36

□ あり 34
※2：節湯水栓は「台所」「浴室シャワー」「洗面」のすべてにおいて、下記に示す機能を有する水栓を

設置している場合に「あり」を選択することができる。

　「台所」：手元止水機能あるいは水優先吐水機能

　「浴室シャワー」：手元止水機能あるいは小流量吐水機能

　「洗面」：水優先吐水機能

ガス従来型給湯機

ガス潜熱回収型給湯機

石油従来型給湯機

石油潜熱回収型給湯機

電気ヒートポンプ給湯機（CO2冷媒）

ポイント

設置なし

LED

種類と省エネ対策

設置なし

節湯水栓※2

－

種類と省エネ対策

種類と省エネ対策

主たる居室の照明器具※1

白熱灯以外

白熱灯

その他の居室の照明器具※1
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蒸暑地又は基礎等の鉄筋コンクリート造等における 

無断熱の場合の熱損失係数（U 値）について 

 

蒸暑地又は基礎等の鉄筋コンクリート造等における無断熱の場合の熱損失係数（U 値）

について、以下の数値を用いることができます。 

 

部位 熱貫流率 U [W/(m2・K)] 

屋根（又は天井）※1 4.47 

外壁※2 3.49 

※1 基礎壁（鉄筋コンクリート造等）が 150mm 以上であることを条件とします。 

※2 基礎壁（鉄筋コンクリート造等）が 150mm 以上かつ内装材として石膏ボード

が用いられていることを条件とします。 

  



基礎断熱時の基礎および土間床周辺部の熱損失の評価について 

 

◯評価方法の変更 

基礎断熱時の基礎および土間床周辺部の熱損失の評価について、従来の評価方法では土

間床周辺部の熱損失と基礎の熱損失（ただし立ち上がり高さ 400mm まで）をあわせて評

価していましたが、2021 年 4 月から、土間床周辺部の熱損失と基礎の熱損失は別々に評

価することになります。 

 

 

◯基礎の熱損失の評価 

鉄筋コンクリートや断熱材等の基礎を構成する部材の熱伝導率・厚さから熱損失係数（U

値）を求めます。詳しくは以下の参照してください。 

 

国立研究開発法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」 

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

 

無断熱の場合は、以下の値を使用することも可能です。 

 

部位 熱貫流率 U [W/(m2・K)] 

基礎壁※ 4.11 

※ただし、基礎壁（鉄筋コンクリート造等）が 150mm 以上で

あることを条件とします。 



 

◯土間床等周辺部の熱損失の評価 

 

土間床等周辺部の熱損失（ψ値）を評価するには、以下の方法があります。 

 

① 表から値を選択する方法 

② WEB プログラムを用いる方法 

 

① 表から値を選択する方法 

この表は、一般的な基礎形状・断熱材施工方法を想定し、次項②で示すプログラムを用い

て予め土間床等周辺部の熱損失を計算した表です。この表から該当する仕様を選択すること

で評価できます。次図（内側断熱・ベタ基礎の場合を例示します）に表の例を示します。 

 

 

 

なお、基礎形状、断熱材の施工位置や有無によらず、次の値を使用することも可能です。 

 

土間床等周辺部の熱損失 ＝ 1.57 W/mK 



 

その他の形状（外側断熱・布基礎等）についても表を準備する予定です。詳しくは、WEB

サイト（https://house.lowenergy.jp/）をご確認ください。 

 

② プログラムを用いる方法 

基礎の形状や断熱材の種類・厚さ・位置などを入力することにより土間床等周辺部の熱損

失を計算する方法です。本プログラムは以下のホームページ内で公開予定です。プログラム

及び使用方法については同ホームページを参照してください。 

 

https://house.lowenergy.jp/ 

 

 
 

  



鉄筋コンクリート造等における熱橋部位の計算方法について 

 

◯ 構造熱橋部位における熱損失 

鉄筋コンクリート造等において、屋根に内断熱を採用した場合など、梁や間仕切りなどで

やむを得ず断熱ラインが途切れてしまう場合があります。これを構造熱橋といい、単位長さ

あたりの熱損失（線熱貫流率ψ値、単位[W/mK]）で表されます。 

 

この鉄筋コンクリート造等における熱橋部位の評価方法については、次のサイトで公開さ

れています。 

 

国立研究開発法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」 

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

 

  



◯ 蒸暑地等において外壁や床が無断熱の場合 

無断熱を採用した部位では、そもそも構造熱橋が生じません。また、壁と屋根（又は天井）

の取り合い部分における構造熱橋においても、どちらかの部位（例えば壁）が無断熱の場合

には構造熱橋が生じません。 

構造熱橋が生じない場合は、線熱貫流率を 0 W/mK として評価してください。 

 

例えば、「外壁・床が無断熱で屋根（又は天井）のみに内断熱する場合」は以下の扱いに

なります。 

 

熱橋部位 線熱貫流率ψ 

屋根又は天井 構造熱橋が発生します。 

壁 

構造熱橋は発生しません。 

ψに 0 を代入してください。 

屋根又は天井と壁 

壁と壁 

壁と床 

 

屋根（又は天井）のみに内断熱する場合の線熱貫流率ψの値は、「建築物のエネルギー消

費性能に関する技術情報」によると以下のように定められていますので、梁・間仕切り壁等

の形状に応じて値を選択してください。 

 
出典：国立研究開発法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」 

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