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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高断熱・高気密住宅において、空調機の設置箇
所からの距離によらず各居室を速やかに空調および換気
するとともに、特に温暖な地域において速やかに効率よ
く冷房可能にした空調システムを提供する。
【解決手段】複数個の居室３１を備えた高断熱・高気密
木造家屋３０において、少なくともひとつの空調機１を
配置した空調室３２を居室３１から独立して設けるとと
もに、空調室３２と各居室３１を連結する給気ダクト１
０とを備え、屋外から給気される空気を空調機１により
空調し、空調された空調室３２内の空気を各居室３１に
給気ダクト１０を介して個別的に分配給気し、各居室３
１を空調する。空調室３２における各給気ダクト１０の
入口に各居室から独立制御可能な直流ファン１０ａを設
ける。各居室３１毎に各給気ダクト１０の出口に連通す
る給気口１０ｂと排気口２０ａを別々に備え、両者の給
排気により各居室３１内の換気と空調を同時に行う構成
とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の居室を備えた高断熱・高気密木造家屋において、少なくともひとつの空調機を
配置した空調室を居室から独立して設けるとともに、空調室と各居室を連結する給気ダク
トとを備え、屋外から給気される空気を空調機により空調し、空調された空調室内の空気
を各居室に給気ダクトを介して個別的に分配給気し、各居室を空調する空調システムであ
って、空調室における各給気ダクトの入口に各居室から独立制御可能な直流ファンを設け
るとともに、各居室毎に各給気ダクトの出口に連通する給気口と排気口を別々に備え、両
者の給排気により各居室内の換気と空調を同時に行うことを特徴とする空調システム。
【請求項２】
　空調室と各居室を連結する給気ダクトが、清掃手段が入出可能な内径を有する断熱性可
撓管からなる請求項１に記載の空調システム。
【請求項３】
　各居室の排気口から集められた排気が、屋外からの吸気と熱交換して屋外に排出される
請求項１または２に記載の空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高断熱・高気密木造家屋の集中空調に適した空調システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、戸建住宅では、各部屋に空調機を設置して、それぞれ別個に空調が行われるのが
一般的であった。これらの空調機は、部屋の大きさに応じて標準仕様の６畳用や８畳用な
どの表示に従って設置されているが、短時間で所定の温度に出来るように必要な熱交換容
量に比べて過大な冷暖房能力を備え、エネルギー消費が大きいという問題があった。一方
、主に寒冷地において、暖房費の節減等を目的として戸建住宅の高断熱高気密化が図られ
、それに伴って、戸建住宅でも集中空調システムが検討されてきており、例えば、特許文
献１には、予め所定の温度、湿度などに調和された空気を建物内の一箇所で生成し、これ
を建物内に循環させる空気搬送式の集中空調装置が提案されている。
【０００３】
　図２は、従来の空調システムの例であり、空気搬送式集中空調装置８０が設置された寒
冷地用住宅建物９０が示されている。建物９０は、一階および二階に複数の居室９１を有
している。集中空調装置８０は、集中空調ユニット８１を有し、吸い込んだ空気を熱交換
器８２で加熱し、ダクト８３を通して各居室９１へ送る。ダクト８３の各居室９１に開口
する部分にはダンパ８４が設置され、ルームコントローラ８５により開度調整され、居室
内をそれぞれ所定温度に維持するようになっている。
【０００４】
　一方、各室９１へ送られた空気は順次ドア９２から通路を通り、階段ホール９３に集合
する。その一部は集中空調ユニット８１へ回収され、再びダクト８３により各居室へ送ら
れる。また、階段ホール９３に設けられた全熱交換換気装置５１により一部の空気が換気
される。全熱交換換気装置５１は、室内側吸気口５２と屋外側排気口５３とが内気排出経
路を形成し、屋外側吸気口５４と室内側排気口５５が外気吸入経路を形成し、これらが互
いに熱交換が行うように構成されている。
【０００５】
　しかしながら、このような集中空調システムでは、ダクトの分岐により、空調された空
気が分散されるため、各居室への分岐経路に対する空調能力が低くなり、特に空調装置の
設置箇所から離れた位置にある居室は所望の温度に達するまでに時間がかかるという問題
があった。
【０００６】
　またこのような高断熱・高気密住宅における集中空調システムは、主に寒冷地における
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暖房の利用を想定しており、室内温度の方が外気温よりも高い状況において、居室に送ら
れた空気は主に循環させ、一部のみを排気して導入する外気の量を抑えることによって暖
房効率を高めている。しかしながら、温暖な地域においては、高断熱・高気密住宅では、
夏季に室内温度の方が外気温よりも高くなる状況が生じるため、屋内で空気を循環させる
と、空調開始時に所望の温度に冷房するまでに時間を要する。
【０００７】
　さらに、高断熱・高気密住宅では、基本的に各居室の気密性が高く換気がされにくいと
ころ、この集中空調システムでは、各居室の排気はドアを通じて、建物全体の空気循環の
中で行われるだけであるので、閉じられた特定の居室内の空調維持が困難で、空気が汚染
され、急に換気が必要となった場合に対応できないという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平７－１９０４１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、高断熱・高気密住宅において、空調機の設置箇所からの距離にかかわ
らず各居室を速やかに空調するとともに、各居室を迅速に換気することができ、特に温暖
な地域において速やかに効率よく冷房することが可能な空調システムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決した本発明の空調システムは、複数個の居室を備えた高断熱・高気密木
造家屋において、少なくともひとつの空調機を配置した空調室を居室から独立して設ける
とともに、空調室と各居室を連結する給気ダクトとを備え、屋外から給気される空気を空
調機により空調し、空調された空調室内の空気を各居室に給気ダクトを介して個別的に分
配給気し、各居室を空調する空調システムであって、空調室における各給気ダクトの入口
に各居室から独立制御可能な直流ファンを設けるとともに、各居室毎に各給気ダクトの出
口に連通する給気口と排気口を別々に備え、両者の給排気により各居室内の換気と空調を
同時に行う構成としている。
【００１１】
　また本発明の空調システムは、空調室と各居室を連結する給気ダクトが、清掃手段が入
出可能な内径を有する断熱性可撓管からなるものである。
【００１２】
　また本発明の空調システムは、各居室の排気口から集められた排気が、屋外からの吸気
と熱交換して屋外に排出される構成としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の空調システムは、高断熱・高気密住宅において、空調機の設置箇所から離れた
居室であっても速やかに空調することができ、また各居室を個別に迅速に換気することが
可能である。特に温暖な地域においても、立ち上がり時に効率よく速やかに所望の温度に
冷房することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来の集中空調システムを示す概略構成図である。
【図２】本発明の空調システムを示す概略構成図である。
【図３】実施例１における居室内温度と外気温の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下、本発明の空調システムの実施態様を、図面に基づいて具体的に説明する。なお、
本発明はこれら実施態様に何ら制約されるものではない。
【００１６】
　図１には、本発明の空調システムを適用した高断熱・高気密木造家屋３０が示されてい
る。家屋３０は、被空調区画である複数の居室３１を有する二階建ての住宅であり、高断
熱・高気密化されている。ここで、高断熱・高気密木造家屋とは、熱損失係数Ｑ値が、地
域毎の次世代省エネルギー基準（平成１１年）の基準値を満足するものをいう。
【００１７】
　２階には、居室３１とは独立して空調室３２が設けられ、ここには家屋３０内の全館空
調を行える空調能力を備えた一台の空調機１が備えられている。空調機１は、吸い込んだ
空気の温度を調整して吐出する機能を有しており、必要に応じ、除湿や加湿を行う湿度調
整機能、塵埃を集める集塵機能等を備えていても良い。
【００１８】
　空調室３２と各居室３１とは、それぞれ個別の給気ダクト１０により連結されている。
給気ダクト１０は、清掃手段が入出可能な内径を有する断熱性可撓管からなる。清掃手段
としては、例えば、１５０ｍｍφ程度の煙突掃除用ワイヤーブラシ等が例示される。給気
ダクト１０は、１階の各居室３１の天井裏空間および２階の各居室３１の床下空間により
形成される空間３３に配設されている。
【００１９】
　空調室３２における各給気ダクト１０の入口には、各居室３１から独立制御可能な直流
ファン１０ａが設けられており、各居室３１に設けられたコントローラーにより、各居室
３１へ供給する空調された空気の風量を調整することができる。一方、各居室３１には、
各給気ダクト１０の出口と連通する給気口１０ｂが設けられている。
【００２０】
　屋外から給気される空気は、空調機１により空調され、空調された空調室３２内の空気
は、給気ダクト１０を介して各居室３１へ個別的に分配される。空調室３２内の各給気ダ
クト１０の入口に設けられた直流ファンにより、各居室３１への空気の供給量を個別に制
御している。
【００２１】
　一方、各居室３１には排気口２０ａが給気口１０ｂとは別に備えられており、排気口２
０ａにも直流ファンが設けられている。排気口２０ａの直流ファンも各居室３１に備えら
れたコントローラーにより独立制御可能となっている。各居室３１の排気口２０ａには、
排気ダクト２０が連結されており、これらは各階の天井裏空間等に配設され、２階に設け
られた中間ダクトファン３に集約される。１本に集約されたダクト２１は熱交換機２に連
結している。
【００２２】
　各居室３１へ送られた空気は、排気口２０ａから排気ダクト２０を通り中間ダクトファ
ン３を経て集約され、熱交換器２において、ダクト１２より屋外から導入された外気と熱
交換した後、ダクト２２により屋外へ排気される。一方、導入された外気は熱交換後ダク
ト１１より空調機１に入り空調され、給気ダクト１０により各居室３１へ供給される。
【００２３】
　このように、本発明の空調システムでは、空調室３２と各居室３１は分岐のない１本の
給気ダクト１０で連結されており、また空調室３２の直流ファン１０ａと各居室３１の排
気口２０ａの直流ファンとにより空気の循環が促されるため、距離が長い給気ダクトであ
っても空調された空気が速やかに搬送され、空調室３２から距離が離れた居室３１におい
ても所望の温度に早期に到達し得る。
【００２４】
　また、各居室３１に個別に制御可能な直流ファンを備えた排気口２０ａが設けられてい
るため、特定の居室３１で急いで換気を行う必要が生じた場合にも、迅速に室内の汚れた
空気を排気し、新鮮な外気を導入することができる。
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　さらに、温暖な地域で屋内よりも外気温の方が低い状況において、本発明の空調システ
ムでは、各居室３１の排気口２０ａから排気ダクト２０に入った空気は、再び屋内で循環
することなく全て排気され、これに相当する量の温度の低い外気が導入されるため、立ち
上がり時に効率よく速やかに冷房できる。
【実施例】
【００２６】
実施例１
　宮崎県日向市に設置した高断熱高気密住宅において集中空調システムによる冷房を実施
した。当該住宅は、地域区分「Ｖ」における省エネルギー対策等級「４」の性能の２倍に
相当する高断熱高気密性能を備えたものであり（国土交通省住宅局住宅生産課監修、「新
築住宅の住宅性能表示制度ガイド」、１４ページ）、建坪は１２９．３８ｍ２、２階建で
居室数６（居室全体の気積４０５．８６ｍ３）、空調室１を有している。空調システムは
、空調室に２．８Ｋｗの空調機を１台備え、空調室から各居室間を直流ファン付１５０ｍ
ｍ給気ダクトで接続している。同様に各居室から中間ダクト間も直流ファン付１５０ｍｍ
排気ダクトで接続しており、換気量は１時間に１／２回である。各居室からの排気は、熱
交換器（熱交換効率７０％）を通して熱交換し屋外に排気される。
【００２７】
　８月下旬の真夏日において、空調室の温度を２３度に設定して、空調機及びダクトファ
ンを終日運転した。居室内の目標温度は２５度とした。空調室からの距離が異なる各居室
の室温を測定した。送気用ファンの回転数は高速および中速の２段階で制御した。測定は
、６時から２２時まで１時間ごとに行った。参考として、測定時刻における外気温と空調
室温度を測定した。測定結果を表１に示す。表１には、ダクト長で表示した空調室から各
居室までの距離および居室の日照条件を併せて記載した。また、空調室から各居室までの
距離が最も長い居室１１における室内温度の変化を図３に示した。
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　表１から明らかなように、一日の外気温の時間推移にともない、空調室で２３℃に制御
していても、空調室から遠い居室１１、１２、１３で室温を２５℃に保つにはファンの回
転数は高速回転にする必要があるが、空調室に近い居室２１、２２、２３ではファンの回
転数は中回転ですむ。仮に、ファンの回転数を居室から制御できなければ、空調室からの
距離長に依存して室温が上昇することは避けられない。本発明では、ファンの回転数を居
室からダクト毎に独立制御できるようにすることにより、各居室を略同一標準温度に簡単
に制御できる。加えて、居住者の体調、嗜好に応じて、あたかも各居室に空調機を設置し
ているのと同じように室温を居室毎に独立調節できる。
【００３０】
　空調室から各居室までの距離が最も長い居室１１について、より詳細に温度変化を見て
みると、図３より、朝の６時の時点では、建物内部全体が２５度付近で維持されており、
その後急激に外気温度が上昇しても、空調室の設定温度２３度をそのままとした冷房能力
の範囲内で、送気ファンを高速回転にするだけで十分に居室内温度を調節することができ
た。これは、気温が急激に上昇しているときにおいても、建物内部全体が持っている熱容
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【００３１】
　午後になると直射熱や断熱材を通して、屋根や壁面からの入熱で建物内部全体の温度が
上昇する。午後の後半に、やや負荷がかかり、１７～１８時の２時間ほど、室温が目標温
度から１度上昇したが、１９時から目標温度に戻った。終日、空調機を運転継続するが、
夜間は熱負荷が次第に低くなり、部屋の壁からの冷却効果で建物内部全体を冷却し、翌朝
までには建物全体が２５度の設定温度付近になっていた。
【００３２】
　また図３より、居室内温度と外気温度との差が最大となる正午前後よりも夕方に熱負荷
のピークがあることが示された。建物の熱容量の効果により正午頃までは熱負荷が緩和さ
れるが、夕方に日射熱の蓄積により建物内部が暖まってくるためと考えられる。外気温度
による熱負荷が更に大きくなった際においても、空調機の冷房能力にはまだ余裕があるた
め、空調室の設定温度を下げることにより各居室内の温度を目標温度に維持することが容
易である。建物の高断熱、遮熱、高気密性による効果に加え、建物内部の熱容量がある大
きさを持つため、入熱を平均化することとなり、１台の空調機を連続稼動し、空調室から
の距離に応じてファンの回転数を設定することにより、各室内を快適温度に保ちながら、
かつ省エネを達成できた。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　以上のように、本発明の空調システムは、高断熱・高気密木造家屋の集中空調システム
として有用であり、特に温暖な地域における冷房システムとして好適に利用可能である。
【符号の説明】
【００３４】
１　空調機
２　熱交換機
３　中間ダクトファン
１０　給気ダクト
１０ａ　直流ファン
１０ｂ　給気口
１１、１２　ダクト
２０　排気ダクト
２０ａ　排気口
２１、２２　ダクト
３０　高断熱・高気密木造家屋
３１　居室
３２　空調室
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