
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)において用いられる項目　　JIS等に規定された性能項目と仕様書の記載項目の対応表について 2017年6月16日

ダイキン工業株式会社空調営業本部

■暖房・冷房（居室のみを暖房・冷房する ）

設備機器の種類 入力項目・性能値 製品規格 規格名称
定格冷房能力 冷房能力
定格冷房消費電力 消費電力（冷房）

エネルギー消費効率の区分 ※２ 　記載なし⇒性能値一覧表に記載
容量可変型コンプレッサー
搭載有無

※２ 　記載なし⇒性能値一覧表に記載

定格冷房能力 冷房能力
定格冷房消費電力 消費電力（冷房）

エネルギー消費効率の区分 ※２ 　記載なし⇒性能値一覧表に記載

定格冷房能力 冷房能力

定格冷房消費電力 消費電力（冷房）

エネルギー消費効率の区分 ※２ 　記載なし⇒性能値一覧表に記載

■暖房（居室のみを暖房する ）

設備機器の種類 入力項目・性能値 製品規格 規格名称
敷設率 記載なし⇒※１
床の断熱(上面放熱率) 記載なし⇒※１
敷設率 記載なし⇒※１
床の断熱(上面放熱率) 記載なし⇒※１
敷設率 記載なし⇒※１
床の断熱(上面放熱率) 記載なし⇒※１
敷設率 記載なし⇒※１

床の断熱(上面放熱率) 記載なし⇒※１

■暖房・冷房（住戸全体を暖房・冷房する）

設備機器の種類 入力項目・性能値 製品規格 規格名称
定格冷房能力 定格冷房標準能力 定格冷房標準能力
定格暖房能力 定格暖房標準能力 定格暖房標準能力
定格冷房消費電力 定格冷房標準消費電力 消費電力（冷房）
定格暖房消費電力 定格暖房標準消費電力 消費電力（暖房）
風量補正あり・なし ※２ 　記載なし⇒性能値一覧表に記載
消費電力量補正係数 ※２ ※１
定格冷房能力 定格冷房標準能力 定格冷房標準能力
定格暖房能力 定格暖房標準能力 定格暖房標準能力
定格冷房消費電力 定格冷房標準消費電力 消費電力（冷房）
定格暖房消費電力 定格暖房標準消費電力 消費電力（暖房）
風量補正あり・なし ※２ 　記載なし⇒性能値一覧表に記載
消費電力量補正係数 ※２ ※１

※１　対象外・・・物件毎・システム毎に違うため現場仕様を確認必要

左記のJIS規格等に規定された性能値 仕様書の記載項目(D-SEARCHより)

マルチエアコン その他の暖房設備機器

製品名
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の入力項目 自己適合宣言書記載内容

ルームエアコンディショナJIS C 9612
ルームエアコン

（壁掛形）

自己適合宣言書記載内容

- -

-

左記のJIS規格等に規定された性能値 仕様書の記載項目(D-SEARCHより)

左記のJIS規格等に規定された性能値 仕様書の記載項目(D-SEARCHより)

JIS B 9612
引用規格

ルームエアコンディショナ

- -

- -

製品名
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の入力項目 自己適合宣言書記載内容

ルームエアコンディショナー

ハウジングエアコン その他の暖房設備機器

マルチエアコン
【ZEH補助金申請】

その他の暖房設備機器
JIS C 9612 ルームエアコンディショナ

ハウジングエアコン
【ZEH補助金申請】

その他の暖房設備機器

JIS C 9612 ルームエアコンディショナ

スカイエア
（天埋ダクト形）
（ビルトインHi）

ホッとエコフロア

ホッとくーる

ホッとくーる
システムマルチ（２室）

ルームエアコンディショナー付温水床暖房機 -

温水床暖房

ルームエアコンディショナー付温水床暖房機

JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ

ハウジングエアコン
（アメニティビルトイン）

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の入力項目

ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）

ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）

ホッとくーるシステムマル
チ（3室・4室・5室）

温水床暖房

製品名



※２　対象外・・・JIS対象外の性能項目
■換気：熱交換

設備機器の種類 入力項目・性能値 製品規格 規格名称

風量（強）（弱） JIS B 8628 全熱交換器 風量 風量（強）（弱）

消費電力　（強） 消費電力 消費電力　（強）

比消費電力 　記載なし⇒性能値一覧表に記載

有効換気量率 JRA 4056:2006 全熱交換器有効換気量試験方法 有効換気量率 　記載なし⇒性能値一覧表に記載
JIS B 8628 全熱交換器 全熱交換効率（冷房） エンタルピ交換効率（冷房時）（特強）

温度交換効率 全熱交換効率（暖房） エンタルピ交換効率（暖房時）（特強）

給気と排気の比率による温度
交換効率の補正係数

　記載なし⇒ベンティエール
総合カタログ技術編「給気と排気の風量が
異なる交換効率について」を参照

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

記載なし⇒※１

風量 定格風量
消費電力 普通換気時の消費電力

比消費電力 　記載なし⇒性能値一覧表に記載
有効換気量率 JRA 4056:2006 全熱交換器有効換気量試験方法 有効換気量率 有効換気量率

熱交換型換気設備を採用しない
風量 排気風量
消費電力 消費電力　（強）

比消費電力 　記載なし⇒性能値一覧表に記載

熱交換型換気設備を採用しない
※１　対象外・・・物件毎・システム毎に違うため現場仕様を確認必要

■給湯設備

設備機器の種類 入力項目・性能値 製品規格 規格名称
年間給湯保温効率（JIS）
または年間給湯効率（JIS)

年間給湯保温効率（JIS）
または年間給湯効率（JIS)

寒冷地年間給湯保温効率（JIS）
または寒冷地年間給湯効率（JIS)

寒冷地年間給湯保温効率（JIS）
または寒冷地年間給湯効率（JIS)

ネオキュート その他の給湯設備機器  

■太陽光発電設備

設備機器の種類 入力項目・性能値 製品規格 規格名称
パワーコンディショナの定格負
荷効率

JIS C 8961
太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方

法
定格負荷効率 電力変換効率

アレイのシステム容量 最大出力
公称最大出力
（パネル枚数分合計必要）

結晶シリコン系太陽電池 多結晶シリコン
方位の異なるパネルの面数 ※１

アレイ設置方式 ※１
設置方位角 ※１
設置傾斜角 ※１

※１　対象外・・・物件毎・システム毎に違うため現場仕様を確認必要

左記のJIS規格等に規定された性能値 仕様書の記載項目
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の入力項目

換気扇JIS C 9603
壁付け式第二種換気設備

または壁付け式第三種換気設備

電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒) JIS C 9220 家庭用ヒートポンプ給湯機JIS効率

仕様書の記載項目
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の入力項目

JIS C 8990
地上設置の結晶シリコン太陽電池（ＰＶ）モジュー

ル - 設計適格性確認及び形式認証のための要求
事項

自己適合宣言書記載内容

自己適合宣言書記載内容

左記のJIS規格等に規定された性能値 仕様書の記載項目

自己適合宣言書記載内容
左記のJIS規格等に規定された性能値

JIS B 8628
に準拠

全熱交換器

小型全熱交換器
（ベンティエール）

ダクト式第一種換気設備  

熱交換型換気設備を採用する

  ダクト式第一種換気設備全館調湿換気ユニット
（デシカホームエア）

ダクト用換気扇

製品名

製品名
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の入力項目

製品名

太陽光発電システム

エコキュート

スカイソーラー


