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（5）．様式 2-5.（空調）熱源入力シート
　・様式 2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例を図 1.3-7 に示す。

図 1.3-7　様式 2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例

■解説（各項目の前にある丸数字は図 1.3-7「様式 2-5.（空調）『外壁構成入力シート』の入力例」
の最上部にある丸文字と対応している）

①：熱源群名称
　・「一次エネルギー消費量算定プログラム（建築物編）第 1 編」の「Chapter 2. 空調設備

の入力　5. 熱源入力シート（2）熱源入力シートの入力項目と入力方法①：熱源群名称」
では、「個別分散方式の空調システムの場合は、屋外機ごとに別々の「熱源群」を定義する」
と記述されている。

　・本事例では、「図面－空－ 2　空調設備　機器リスト（1）【事務所】」と「図面－空－ 3
　　空調設備　ダクト系統図【事務所】」より、ビル用マルチエアコン屋外機が 1 階系統

PA1、2階系統PA2に分かれているため、それぞれを熱源群と定義し、熱源群名称を「PA1」
と「PA2」と入力した。

②：冷暖同時供給有無
　・本事例の熱源群（ビル用マルチエアコン）は、冷房と暖房を切り替えて空調するシステ
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ムであり、「無」と入力した。

③：台数制御有無
　・本事例では、同一熱源群の中の屋外機はそれぞれ 1 台であり、「無」と入力した。

④：蓄熱システム・運転モード
　・本事例では、蓄熱システムが無いため空欄とした。

⑤：蓄熱システム・蓄熱容量
　・本事例では、蓄熱システムが無いため空欄とした。

⑥：熱源機種
　・熱源機は「図面－空－ 2　空調設備　機器リスト（1）【事務所】」に「空冷式パッケージ

形空気調和機・空気熱源ヒートポンプパッケージ形空気調和機」と記載されていること
から、「一次エネルギー消費量算定プログラム解説（建築物編）第 1 編」の「表 1-2-7　
熱源機種一覧」より「ビル用マルチエアコン（電気式）」を選択し入力した。

⑦：運転順位
　・「図面－空－ 2　空調設備　機器リスト（1）【事務所】」に記載されたビル用マルチエア

コン屋外機 PA1 と PA2 は、それぞれ 1 台で熱源群 PA1 と PA2 を構成していることから、
「1 番目」と入力した。

⑧：台数
　・熱源群 PA1 と PA2 のそれぞれに「1」台と入力した。

⑨：送水温度
　・本事例はビル用マルチエアコンを採用しているため、空欄とした。

⑩：定格冷却能力・定格加熱能力
　・「図面－空－ 2　空調設備　機器リスト（1）【事務所】」に記載されているビル用マルチ

エアコン屋外機 PA1 と PA2 の冷房能力を「⑩定格冷却能力」に入力し、暖房能力を「⑩
定格暖房能力」に入力した。

⑪：熱源主機定格消費エネルギー
　・「ビル用マルチエアコン（電気式）」の熱源主機定格消費エネルギーは、「一次エネルギ

ー消費量算定プログラム解説（建築物編）第 1 編」の「表 1-2-7　熱源機の主機、補機」
より圧縮機と熱交換ファン動力の合計である。

　・本事例では、「図面－空－ 2　空調設備　機器リスト（1）【事務所】」の屋外機の消費電
力を入力した。

⑫：熱源補機定格消費電力
　・「一次エネルギー消費量算定プログラム解説（建築物編）第 1 編」の「表 1-2-7　熱源機

の主機、補機」では、「ビル用マルチエアコン（電気式）」の補機は定義されていないた
め空欄とした。
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