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(57)【要約】
　本発明に係る空気調和システム３１は、第１ゾーン２
１の空気を空調する空調装置３４と、第１ゾーン２１と
第２ゾーン２２とを循環する気流を生じさせる送風装置
３５と、空調装置３４の空調動作と送風装置３５の送風
動作との連携動作を制御する制御手段と、を備えたもの
である。
　上記構成で、空調装置の空調動作と送風装置の送風動
作との連携動作を行うことにより、送風装置から送風さ
れる風量、送風装置の運転時間等が不十分となって、第
２ゾーンの快適性が確保されない場合、送風装置から送
風される風量、送風装置の運転時間等が過剰となって、
空調装置の負荷が増加して、省エネ性が低下してしまう
場合等が生じることが抑制され、快適性、省エネ性が向
上される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ゾーンの空気を空調する空調装置と、
　前記第１ゾーンと第２ゾーンとを循環する気流を生じさせる送風装置と、
　前記空調装置の空調動作と前記送風装置の送風動作との連携動作を制御する制御手段と
、を備えた、空気調和システム。
【請求項２】
　前記第１ゾーンに形成された第１開口部と、前記第２ゾーンに形成された第２開口部と
、を連通させる第１風路が形成され、
　前記送風装置は、前記第１風路の風上側若しくは風下側又は途中部に配設され、前記第
１開口部から前記第２開口部に向かう気流を生じさせる、請求項１に記載の空気調和シス
テム。
【請求項３】
　前記第１ゾーンの、前記空調装置の吹出方向の壁部又は天井部に、前記第１開口部が形
成された、請求項２に記載の空気調和システム。
【請求項４】
　前記第１ゾーンに形成された第１開口部と、前記第２ゾーンに形成された第２開口部と
、を連通させる第１風路が形成され、
　前記送風装置は、前記第１風路の風上側若しくは風下側又は途中部に配設され、前記第
２開口部から前記第１開口部に向かう気流を生じさせる、請求項１に記載の空気調和シス
テム。
【請求項５】
　前記第１ゾーンの、前記空調装置の吸込口の上方に、前記第１開口部が形成された、請
求項４に記載の空気調和システム。
【請求項６】
　前記第１開口部及び前記第２開口部の少なくとも何れか一方は、前記第１ゾーンと前記
第２ゾーンとを隔てる壁に形成された、請求項２～５の何れか一項に記載の空気調和シス
テム。
【請求項７】
　前記第１ゾーンと前記第２ゾーンとは、第２風路によって連通された、請求項２～６の
何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作に応じて、前記送風装置から送風される風量
を変化させる、請求項１～７の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作を開始するとともに前記送風装置の送風動作
を開始する、請求項８に記載の空気調和システム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作を開始して基準時間が経過した後に前記送風
装置の送風動作を開始する、請求項８に記載の空気調和システム。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記第１ゾーンの空気の温度に応じて、前記送風装置から送風される
風量を変化させる、請求項１～１０の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記第１ゾーンの空気の温度と基準温度との関係に応じて、前記送風
装置から送風される風量を変化させる、請求項１１に記載の空気調和システム。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作に応じて、前記基準温度を変化させる、請求
項１２に記載の空気調和システム。
【請求項１４】
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　前記制御手段は、前記空調装置の設定温度に応じて、前記基準温度を変化させる、請求
項１３に記載の空気調和システム。
【請求項１５】
　前記制御手段は、前記送風装置の送風動作に応じて、前記空調装置の風向を変化させる
、請求項１～１４の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１６】
　前記制御手段は、前記空調装置の設定風量に応じて、前記送風装置から送風される風量
を変化させる、請求項１～１５の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１７】
　前記制御手段は、外気の温度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる
、請求項１～１６の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１８】
　前記制御手段は、体感温度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、
請求項１～１７の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１９】
　前記制御手段は、躯体温度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、
請求項１８に記載の空気調和システム。
【請求項２０】
　前記制御手段は、前記第２ゾーンから前記第１ゾーンに流入する気流の温度に応じて、
前記送風装置から送風される風量を変化させる、請求項１８又は１９に記載の空気調和シ
ステム。
【請求項２１】
　前記制御手段は、日射の当たる箇所の表面温度に応じて、前記送風装置から送風される
風量を変化させる、請求項１８～２０の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２２】
　前記制御手段は、人の在室情報に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させ
る、請求項１～２１の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２３】
　前記制御手段は、照度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、請求
項１～２２の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２４】
　前記制御手段は、画像情報に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、
請求項１～２３の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２５】
　前記制御手段は、前記送風装置の送風方向を反転する、請求項１～２４の何れか一項に
記載の空気調和システム。
【請求項２６】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作に応じて、前記送風装置の送風方向を変化さ
せる、請求項２５に記載の空気調和システム。
【請求項２７】
　前記制御手段は、基準時間が経過したか否かに応じて、前記送風装置の送風方向を変化
させる、請求項２５に記載の空気調和システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和システムとして、第１ゾーンの空気を空調する空調装置と、第１ゾーン
と第２ゾーンとを循環する気流を生じさせる送風装置と、を備えたものがある。送風装置
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の送風動作によって第１ゾーンと第２ゾーンとを循環する気流を生じさせることが可能で
あるため、例えば、第２ゾーンに空調装置が設けられない場合等であっても、第２ゾーン
の快適性を向上することが可能である（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１６９０２０号公報（段落［００１４］～段落［００３
２］、図１、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の空気調和システムでは、送風装置の送風動作が、使用者のスイッチ操作によって
設定される。そのため、例えば、送風装置から送風される風量、送風装置の運転時間等が
不十分となって、第２ゾーンの快適性が確保されない場合等が生じてしまう。また、例え
ば、送風装置から送風される風量、送風装置の運転時間等が過剰となって、空調装置の負
荷が増加して、省エネ性が低下してしまう場合等が生じてしまう。つまり、従来の空気調
和システムでは、快適性、省エネ性等を向上することが困難であるという問題点があった
。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を背景としてなされたものであり、快適性、省エネ性等を
向上することができる空気調和システムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る空気調和システムは、第１ゾーンの空気を空調する空調装置と、前記第１
ゾーンと第２ゾーンとを循環する気流を生じさせる送風装置と、前記空調装置の空調動作
と前記送風装置の送風動作との連携動作を制御する制御手段と、を備えたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る空気調和システムでは、空調装置の空調動作と送風装置の送風動作との連
携動作を行うことが可能である。そのため、例えば、送風装置から送風される風量、送風
装置の運転時間等が不十分となって、第２ゾーンの快適性が確保されない場合、送風装置
から送風される風量、送風装置の運転時間等が過剰となって、空調装置の負荷が増加して
、省エネ性が低下してしまう場合等が生じることが抑制されて、快適性、省エネ性等が向
上される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１に係る空気調和システムの、概略構成及び概略動作を説明するため
の図である。
【図２】実施の形態１に係る空気調和システムの、概略構成及び概略動作を説明するため
の図である。
【図３】実施の形態１に係る空気調和システムの、空調装置の構成及び動作の具体例を説
明するための図である。
【図４】実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明する
ための図である。
【図５】実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明する
ための図である。
【図６】実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明する
ための図である。
【図７】実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明する
ための図である。
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【図８】実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明する
ための図である。
【図９】実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明する
ための図である。
【図１０】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の構成及び概略動作の具体例
を説明するための図である。
【図１１】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１２】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１３】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１４】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１５】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１６】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１７】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１８】実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図１９】実施の形態２に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明する
ための図である。
【図２０】実施の形態２に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図２１】実施の形態３に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明する
ための図である。
【図２２】実施の形態３に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図２３】実施の形態４に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明する
ための図である。
【図２４】実施の形態４に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明する
ための図である。
【図２５】実施の形態４に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図２６】実施の形態５に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明する
ための図である。
【図２７】実施の形態５に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図２８】実施の形態６に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明する
ための図である。
【図２９】実施の形態７に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。
【図３０】実施の形態７に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明するた
めの図である。
【図３１】実施の形態８に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　以下、本発明に係る空気調和システムについて、図面を用いて説明する。
　なお、実施の形態２以降において特に記述されない事項については、実施の形態１と同
様である。また、以下では、同一又は類似するものに同一の符号を付している。また、実
施の形態１～８のそれぞれの一部又は全ては、単独で実施されてもよく、また、組み合わ
されて実施されてもよい。何れの場合であっても、後述する効果と同様の有利な効果が奏
される。また、以下では、構成、動作、設定等の一例を示しているにすぎず、本発明に係
る空気調和システムは、そのような場合に限定されない。
【００１０】
　また、全般に亘り、「システム」との用語を、複数の装置を備える系全体を意味するも
のとして用いている。また、以下で使用される「通信」との用語には、無線通信、有線通
信、無線通信と有線通信とが混在する通信等が含まれる。無線通信と有線通信とが混在す
る通信には、例えば、無線通信が行われる区間と有線通信が行われる区間とが混在するも
の、有線通信する装置間と無線通信する装置間とが混在するもの、等が含まれる。
【００１１】
実施の形態１．
　以下に、実施の形態１に係る空気調和システムについて説明する。
＜空気調和システムの概略構成及び概略動作＞
　図１は、実施の形態１に係る空気調和システムの、概略構成及び概略動作を説明するた
めの図である。なお、図１では、空気調和システム３１が適用される住宅１の平面図の一
例を示している。
　図１に示されるように、住宅１は、例えば、戸建て住宅であり、その１階フロアに、リ
ビング２、キッチン３、和室４、廊下５、玄関６、トイレ７、洗面所８、浴室９等を備え
る。住宅１には、空気調和システム３１が配設される。空気調和システム３１は、給気装
置３２と、排気装置３３と、空調装置３４と、送風装置３５と、制御部３６と、を備える
。
【００１２】
　給気装置３２及び排気装置３３は、住宅１の全体の換気のために設けられ、給気装置３
２は、例えばリビング２、和室４等に配設され、排気装置３３は、例えばトイレ７、洗面
所８、浴室９等に配設される。給気装置３２によって新鮮な空気（外気）が居室に取り込
まれる。居室に取り込まれた空気は、廊下５を通過してトイレ７、洗面所８及び浴室９に
流れ、排気装置３３によって外に排出される。このように構成されることで、トイレ７、
洗面所８及び浴室９で発生する臭気等の汚染空気が、居室に流入することが抑制される。
【００１３】
　空調装置３４は、室内熱交換器と室内送風機とを有する室内機４１と、室外機４２と、
を有し、室内機４１は、例えば、リビング２等に配設される。空調装置３４は、冷房、暖
房、除湿、加湿、保湿、送風等の運転モードでリビング２の空気を空調する。室内機４１
の室内送風機によって空調可能な空間が、第１ゾーン２１と定義される。
【００１４】
　送風装置３５は、例えば、リビング２とキッチン３との間、リビング２と和室４との間
、リビング２と廊下５との間等に配設され、リビング２の第１ゾーン２１の空気を、キッ
チン３、和室４、廊下５等に供給する。つまり、送風装置３５は、第１ゾーン２１以外の
空間に第１ゾーン２１の空気を供給する。送風装置３５によって気流が生じる第１ゾーン
２１以外の空間が、第２ゾーン２２と定義される。玄関６、トイレ７、洗面所８、浴室９
等の空間が第２ゾーン２２になる場合がある。送風装置３５は、リビング２の第１ゾーン
２１の空気をキッチン３に供給する場合等のように、第１ゾーン２１の空気を第２ゾーン
２２に第１風路１１を介さずに供給するものであってもよく、また、リビング２の第１ゾ
ーン２１の空気を和室４又は廊下５に供給する場合等のように、第１ゾーン２１の空気を
第２ゾーン２２に第１風路１１を介して供給するものであってもよい。
【００１５】
　各部屋の扉１０の床面との隙間、開口等は、第１ゾーン２１と第２ゾーン２２とを連通
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させる第２風路１２として機能する。送風装置３５によって、第１ゾーン２１から第１風
路１１を介して第２ゾーン２２に流入する気流（図１における墨付きの実線矢印）が生じ
ると、第２ゾーン２２から第２風路１２を介して第１ゾーン２１へ戻る気流（図１におけ
る墨付きの点線矢印）が生じる。つまり、送風装置３５によって、第１ゾーン２１と第２
ゾーン２２とを循環する気流が生じる。第２風路１２は、扉１０の床面との隙間、開口等
である場合に限定されない。
【００１６】
　制御部３６は、空気調和システム３１の動作全般を司る。制御部３６の一部又は全ては
、例えば、マイコン、マイクロプロセッサユニット等で構成されてもよく、また、ファー
ムウェア等の更新可能なもので構成されてもよく、また、ＣＰＵ等からの指令によって実
行されるプログラムモジュール等であってもよい。制御部３６の一部又は全ては、住宅１
内に配設されてもよく、また、住宅１外に配設されてもよい。制御部３６は、本発明にお
ける「制御手段」に相当する。
【００１７】
　図２は、実施の形態１に係る空気調和システムの、概略構成及び概略動作を説明するた
めの図である。なお、図２では、空気調和システム３１が適用される住宅１の平面図の一
例を示している。
　図２に示されるように、送風装置３５によって、第２ゾーン２２から第１風路１１を介
して第１ゾーン２１に流入する気流（図２における墨付きの実線矢印）が生じ、第１ゾー
ン２１から第２風路１２を介して第２ゾーン２２へ戻る気流（図２における墨付きの点線
矢印）が生じてもよい。そのような場合でも、送風装置３５によって、第１ゾーン２１と
第２ゾーン２２とを循環する気流が生じる。
【００１８】
＜空調装置の構成及び動作の具体例＞
（構成の具体例）
　図３は、実施の形態１に係る空気調和システムの、空調装置の構成及び動作の具体例を
説明するための図である。なお、図３では、空気調和システム３１が適用される住宅１の
平面図の一例を示している。
　図３に示されるように、空調装置３４の室内機４１は、リビング２の壁面、つまり、第
１ゾーン２１の壁部に配設され、空調装置３４の室外機４２は、住宅１の外側に配設され
る。
【００１９】
　空調装置３４は、室内機４１から空調された空気、例えば、冷風を吹き出すことで冷房
を行い、温風を吹き出すことで暖房を行う。空調装置３４は、蒸気圧縮式のヒートポンプ
によって空調するものであり、圧縮機５１と、四方弁５２と、室外熱交換器５３と、膨張
弁５４と、室内熱交換器５５と、が配管で接続された冷媒回路３４ａを有する。また、空
調装置３４は、第１ゾーン２１の室内空気の温度を検知する室内温度検知部６１を有する
。室内機４１は、計測制御装置７１を有し、室外機４２は、計測制御装置７２を有する。
計測制御装置７１と計測制御装置７２とは、通信線７３によって接続され、各種信号を相
互に授受する。また、計測制御装置７２は、リビング２等に置かれたリモートコントロー
ラー７４と各種信号を授受する。
【００２０】
　圧縮機５１と、四方弁５２と、室外熱交換器５３と、膨張弁５４と、は、室外機４２に
配設される。また、室外機４２内の室外熱交換器５３の近くに、室外送風機５６が配設さ
れる。室内熱交換器５５は、室内機４１に配設される。また、室内機４１内の室内熱交換
器５５の近くに室内送風機５７が配設される。
【００２１】
　室外送風機５６が駆動して送風動作を開始すると、室外機４２の内部に負圧が生じて、
外気が、室外機４２に吸い込まれ、室外熱交換器５３を通過した後に、住宅１の外側に吹
き出される。また、室内送風機５７が駆動して送風動作を開始すると、室内機４１の内部
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に負圧が生じて、第１ゾーン２１の室内空気が、室内機４１に吸い込まれ、室内熱交換器
５５を通過した後に、第１ゾーン２１に吹き出される。
【００２２】
　圧縮機５１は、低温かつ低圧の冷媒を圧縮して高温かつ高圧の冷媒とするものであり、
例えば、インバータで駆動され、空調状況に応じて運転容量が制御される。四方弁５２は
、圧縮機５１の吐出側に接続され、空調装置３４の運転モード、例えば、冷房又は暖房に
応じて冷媒の流れを切り換える。室外熱交換器５３は、冷媒回路３４ａを流れる冷媒から
供給される冷熱又は温熱と外気とを熱交換させる。膨張弁５４は、室外熱交換器５３と室
内熱交換器５５との間に接続され、開度が調整されることで、冷媒を減圧して膨張させる
。室内熱交換器５５は、冷媒回路３４ａを流れる冷媒から供給される冷熱又は温熱と第１
ゾーン２１から供給される室内空気とを熱交換させる。室内熱交換器５５で冷却又は過熱
された室内空気が、第１ゾーン２１に吹き出されることで、第１ゾーン２１が冷暖房され
る。
【００２３】
　室内温度検知部６１の検知結果である室内温度の情報は、計測制御装置７２に供給され
る。計測制御装置７２は、室内温度検知部６１の検知結果である室内温度の情報を、通信
線７３を介して、計測制御装置７１に供給する。なお、通信線７３は、有線又は無線の何
れであってもよく、また、他の通信媒体であってもよい。例えば、室内温度検知部６１は
、サーミスタ等の温度センサであり、室内機４１の内部に搭載されて、室内機４１に吸い
込まれる第１ゾーン２１の室内空気の温度を検知する。
【００２４】
　計測制御装置７１及び計測制御装置７２は、空調装置３４に搭載された室内温度検知部
６１及び他の検知部（図示省略）の検知結果と、使用者によって設定された空調装置３４
の設定情報と、に基づいて、予め記憶されている制御プログラムを実行して、空調装置３
４の運転を制御する。つまり、計測制御装置７１及び計測制御装置７２は、空調装置３４
の動作全般を司る。計測制御装置７１及び計測制御装置７２は、空気調和システム３１の
制御部３６の一部である。
【００２５】
　例えば、他の検知部（図示省略）として、圧縮機５１の吐出側に配設され、圧縮機５１
から吐出される冷媒の圧力を検知する吐出側圧力検知部、圧縮機５１の吸入側に配設され
、圧縮機５１に吸入される冷媒の圧力を検知する吸入側圧力検知部、圧縮機５１の吐出側
に配設され、圧縮機５１から吐出される冷媒の温度を検知する吐出側温度検知部、圧縮機
５１の吸入側に配設され、圧縮機５１に吸入される冷媒の温度を検知する吸入側温度検知
部、外気の温度を検知する室外温度検知部等が挙げられる。
【００２６】
　例えば、計測制御装置７１は、圧縮機５１の駆動周波数の制御を行い、四方弁５２の切
り換え制御を行い、室外送風機５６の回転数の制御を行い、膨張弁５４の開度の制御を行
う。また、例えば、計測制御装置７２は、室内送風機５７の回転数の制御を行う。つまり
、計測制御装置７１及び計測制御装置７２は、空調装置３４に与えられた運転指令に応じ
て各種装置に各種動作指令を出力する。なお、計測制御装置７１が、室内送風機５７の回
転数の制御を行ってもよく、計測制御装置７２が、圧縮機５１の駆動周波数の制御を行っ
てもよく、四方弁５２の切り換え制御を行ってもよく、室外送風機５６の回転数の制御を
行ってもよく、膨張弁５４の開度の制御を行ってもよい。
【００２７】
（運転指令の具体例）
　空調装置３４の使用者は、例えば、リモートコントローラー７４を操作することで、空
調装置３４に運転指令を与える。運転指令には、運転と停止の切換指令、運転モード（冷
房、暖房、除湿、加湿、保湿、空気清浄、送風等）の切換指令、設定温度の切換指令、設
定湿度の切換指令、設定風量の切換指令、設定風向の切換指令、タイマーの切換指令等が
挙げられる。各運転指令は、空調装置３４の使用者のリモートコントローラー７４以外、
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例えば、計測制御装置７１、計測制御装置７２等の操作によって与えられてもよく、また
、空気調和システム３１の制御部３６のうちの空調装置３４に含まれない部分の操作によ
って与えられてもよい。また、各種設定が省略され、既存の設定情報が用いられてもよく
、そのような場合には、入力が簡略化されて、使用者の利便性が向上される。既存の設定
情報は、計測制御装置７１、計測制御装置７２、リモートコントローラー７４、空気調和
システム３１の制御部３６のうちの空調装置３４に含まれない部分等に記憶された情報で
ある。
【００２８】
（冷房動作の具体例）
　運転モードとして冷房が選択される場合には、圧縮機５１から吐出された冷媒は、四方
弁５２を通過して室外熱交換器５３に流入する。室外熱交換器５３に流入した冷媒は、外
気と熱交換して凝縮液化し、膨張弁５４に流入する。膨張弁５４に流入した冷媒は、膨張
弁５４で減圧され、室内熱交換器５５に流入する。室内熱交換器５５に流入した冷媒は、
第１ゾーン２１から吸い込まれた室内空気と熱交換して蒸発ガス化し、四方弁５２を通過
して圧縮機５１に再び吸入される。第１ゾーン２１から吸い込まれた室内空気は、室内熱
交換器５５で冷却される。室内熱交換器５５における冷媒と室内空気との熱交換量は、冷
却能力Ｑと呼ばれる。冷却能力Ｑは、圧縮機５１の回転数を変えることで調整することが
可能である。
【００２９】
（暖房動作の具体例）
　運転モードとして暖房が選択される場合には、圧縮機５１から吐出された冷媒は、四方
弁５２を通過して室内熱交換器５５に流入する。室内熱交換器５５に流入した冷媒は、第
１ゾーン２１から吸い込まれた室内空気と熱交換して凝縮液化し、膨張弁５４に流入する
。膨張弁５４に流入した冷媒は、膨張弁５４で減圧され、室外熱交換器５３に流入する。
室外熱交換器５３に流入した冷媒は、外気と熱交換して蒸発ガス化し、四方弁５２を通過
して圧縮機５１に再び吸入される。第１ゾーン２１から吸い込まれた室内空気は、室内熱
交換器５５で加熱される。室内熱交換器５５における冷媒と室内空気との熱交換量は、加
熱能力Ｑと呼ばれる。加熱能力Ｑは、圧縮機５１の回転数を変えることで調整することが
可能である。
【００３０】
　なお、以上では、空気調和システム３１が、１台の空調装置３４を備える場合を説明し
ているが、複数台の空調装置３４を備えていてもよい。また、以上では、空調装置３４が
、１台の室外機４２と１台の室内機４１とで構成される場合を説明しているが、そのよう
な場合に限定されず、例えば、１台の室外機４２と複数台の室内機４１とで構成されても
よく、また、１台の室外機４２と中継機（図示省略）と逆止弁（図示省略）と複数台の室
内機４１とで構成され、冷房を行う室内機４１と暖房を行う室内機４１とが混在する運転
を行えるものであってもよい。また、室内機４１及び室外機４２の配設位置は、図１～図
３に示されるような場合に限定されず、例えば、室内機４１がリビング２等の天井裏に配
設されてもよく、また、室外機４２が建物の屋上に配設されてもよい。
【００３１】
＜空気調和システムの構成及び概略動作の具体例＞
（具体例－１）
　図４は、実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。なお、図４では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面図
の一例を示している。
　図４に示されるように、リビング２の壁面、つまり、第１ゾーン２１の天井部まで延び
る壁部に第１開口部１３が形成され、廊下５の天井、つまり、第２ゾーン２２の天井部に
第２開口部１４が形成され、第１開口部１３と第２開口部１４とは、第１風路１１によっ
て連通される。送風装置３５は、第１風路１１の途中部、つまり、廊下５の天井裏に配設
される。送風装置３５が送風動作を開始すると、第１開口部１３を介して、リビング２の
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第１ゾーン２１の空気が第１風路１１に流入し、第２開口部１４を介して、廊下５に流出
する。そして、第２風路１２を介して、廊下５からリビング２へ戻る気流が生じる。第２
開口部１４が廊下５に形成され、廊下５の空間が第２ゾーン２２である場合を示している
が、第２開口部１４がキッチン３、和室４、トイレ７、洗面所８、浴室９等に形成され、
それらの空間が第２ゾーン２２であってもよい。
【００３２】
　具体例－１では、廊下５の天井裏に第１風路１１が配設されるため、リビング２の天井
高さを高くすることが可能となって、住宅１の意匠性、快適性等が向上される。なお、送
風装置３５は、第１ゾーン２１内の第１開口部１３の近く、つまり第１風路１１の風上側
に配設されてもよく、また、第２ゾーン２２内の第２開口部１４の近く、つまり第１風路
１１の風下側に配設されてもよい。送風装置３５が、第１風路１１の途中部に配設される
場合には、意匠性、快適性等が更に向上される。
【００３３】
　また、第１開口部１３が、リビング２の壁面、つまり、第１ゾーン２１の天井部まで延
びる壁部に形成されるため、室内機４１から吹き出された空気が、天井面に沿って流れて
スムーズに第１開口部１３に流入することとなり、第２ゾーン２２の空調が効率化される
。そのため、第２ゾーン２２の快適性が向上され、また、空調装置３４の消費電力量の増
加を抑制することが可能となる。
【００３４】
　特に、第１開口部１３が、リビング２の、室内機４１の吹出方向に位置する壁部、つま
り、第１ゾーン２１の、室内機４１の吹出方向の壁部に形成されるとよく、そのような場
合には、室内機４１から吹き出された空気が、天井面に沿って流れてスムーズに第１開口
部１３に流入することが、更に促進されるため、第２ゾーン２２の快適性が更に向上され
、また、空調装置３４の消費電力量の増加を更に抑制することが可能となる。
【００３５】
　また、特に、第１開口部１３が、第１ゾーン２１の上部に形成されるとよく、そのよう
な場合には、室内機４１が暖房運転する際に、第１ゾーン２１の天井部付近の高温空気を
第２ゾーン２２に供給することが可能となって、第２ゾーン２２の暖房が効率化される。
また、第１開口部１３と第２風路１２との間隔が広くなって、第１ゾーン２１に生じる上
下方向の気流によって、空調装置３４の冷暖房運転時に生じる第１ゾーン２１の上下方向
の温度差を低減する作用が促進されることとなるため、第１ゾーン２１の快適性が向上さ
れる。また、第２開口部１４が第２ゾーン２２の天井部に形成されることで、第２ゾーン
２２においても、第１ゾーン２１と同様に、第２ゾーン２２の上下方向の温度差を低減す
る作用が促進されることとなるため、第２ゾーン２２の快適性が向上される。
【００３６】
（具体例－２）
　図５は、実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。なお、図５では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面図
の一例を示している。
　図５に示されるように、リビング２の廊下５側の壁面、つまり、第１ゾーン２１と第２
ゾーン２２とを仕切り、天井部まで延びる壁部の第１ゾーン２１側に第１開口部１３が形
成され、廊下５のリビング２側の壁面、つまり、第１ゾーン２１と第２ゾーン２２とを仕
切り、天井部まで延びる壁部の第２ゾーン２２側に第２開口部１４が形成され、第１開口
部１３と第２開口部１４とは、第１風路１１によって連通される。送風装置３５は、第１
風路１１の途中部、つまり、リビング２と廊下５とを仕切る扉１０の上方の壁部に配設さ
れる。送風装置３５が送風動作を開始すると、第１開口部１３を介して、リビング２の第
１ゾーン２１の空気が第１風路１１に流入し、第２開口部１４を介して、廊下５に流出す
る。そして、第２風路１２を介して、廊下５からリビング２へ戻る気流が生じる。第２開
口部１４が廊下５に形成され、廊下５の空間が第２ゾーン２２である場合を示しているが
、第２開口部１４がキッチン３、和室４、トイレ７、洗面所８、浴室９等に形成され、そ
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れらの空間が第２ゾーン２２であってもよい。
【００３７】
　具体例－２では、扉１０の上方の壁部に第１風路１１が配設されるため、リビング２及
び廊下５の天井高さを高くすることが可能となって、住宅１の意匠性、快適性等が向上さ
れる。なお、送風装置３５は、第１ゾーン２１内の第１開口部１３の近く、つまり第１風
路１１の風上側に配設されてもよく、また、第２ゾーン２２内の第２開口部１４の近く、
つまり第１風路１１の風下側に配設されてもよい。送風装置３５が、第１風路１１の途中
部に配設される場合には、意匠性、快適性等が更に向上される。
【００３８】
　また、第１開口部１３が、リビング２の壁面、つまり、第１ゾーン２１の天井部まで延
びる壁部に形成されるため、室内機４１から吹き出された空気が、天井面に沿って流れて
スムーズに第１開口部１３に流入することとなり、第２ゾーン２２の空調が効率化される
。そのため、第２ゾーン２２の快適性が向上され、また、空調装置３４の消費電力量の増
加を抑制することが可能となる。
【００３９】
　特に、第１開口部１３が、リビング２の、室内機４１の吹出方向に位置する壁部、つま
り、第１ゾーン２１の、室内機４１の吹出方向の壁部に形成されるとよく、そのような場
合には、室内機４１から吹き出された空気が、天井面に沿って流れてスムーズに第１開口
部１３に流入することが、更に促進されるため、第２ゾーン２２の快適性が更に向上され
、また、空調装置３４の消費電力量の増加を更に抑制することが可能となる。
【００４０】
　また、特に、第１開口部１３が、第１ゾーン２１の上部に形成されるとよく、そのよう
な場合には、室内機４１が暖房運転する際に、第１ゾーン２１の天井部付近の高温空気を
第２ゾーン２２に供給することが可能となって、第２ゾーン２２の暖房が効率化される。
また、第１開口部１３と第２風路１２との間隔が広くなって、第１ゾーン２１に生じる上
下方向の気流によって、空調装置３４の冷暖房運転時に生じる第１ゾーン２１の上下方向
の温度差を低減する作用が促進されることとなるため、第１ゾーン２１の快適性が向上さ
れる。また、第２開口部１４が第２ゾーン２２の天井部に形成されることで、第２ゾーン
２２においても、第１ゾーン２１と同様に、第２ゾーン２２の上下方向の温度差を低減す
る作用が促進されることとなるため、第２ゾーン２２の快適性が向上される。
【００４１】
（具体例－３）
　図６は、実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。なお、図６では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面図
の一例を示している。
　図６に示されるように、リビング２の天井、つまり、第１ゾーン２１の天井部に第１開
口部１３が形成され、廊下５の天井、つまり、第２ゾーン２２の天井部に第２開口部１４
が形成され、第１開口部１３と第２開口部１４とは、第１風路１１によって連通される。
送風装置３５は、第１風路１１の途中部、つまり、リビング２又は廊下５の天井裏に配設
される。送風装置３５が送風動作を開始すると、第１開口部１３を介して、リビング２の
第１ゾーン２１の空気が第１風路１１に流入し、第２開口部１４を介して、廊下５に流出
する。そして、第２風路１２を介して、廊下５からリビング２へ戻る気流が生じる。第２
開口部１４が廊下５に形成され、廊下５の空間が第２ゾーン２２である場合を示している
が、第２開口部１４がキッチン３、和室４、トイレ７、洗面所８、浴室９等に形成され、
それらの空間が第２ゾーン２２であってもよい。
【００４２】
　具体例－３では、第１開口部１３が、リビング２の天井、つまり、第１ゾーン２１の天
井部に形成されるため、室内機４１から吹き出された空気が、天井面に沿って流れてスム
ーズに第１開口部１３に流入することとなり、第２ゾーン２２の空調が効率化される。そ
のため、第２ゾーン２２の快適性が向上され、また、空調装置３４の消費電力量の増加を
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抑制することが可能となる。
【００４３】
　特に、第１開口部１３が、リビング２の、室内機４１の吹出方向に位置する天井部、つ
まり、第１ゾーン２１の、室内機４１の吹出方向の天井部に形成されるとよく、そのよう
な場合には、室内機４１から吹き出された空気が、天井面に沿って流れてスムーズに第１
開口部１３に流入することが、更に促進されるため、第２ゾーン２２の快適性が更に向上
され、また、空調装置３４の消費電力量の増加を更に抑制することが可能となる。
【００４４】
　また、第１開口部１３が、リビング２の天井面、つまり、第１ゾーン２１の天井部に形
成されるため、室内機４１が暖房運転する際に、第１ゾーン２１の天井部付近の高温空気
を第２ゾーン２２に供給することが可能となって、第２ゾーン２２の暖房が効率化される
。また、第１開口部１３と第２風路１２との間隔が広くなって、第１ゾーン２１に生じる
上下方向の気流によって、空調装置３４の冷暖房運転時に生じる第１ゾーン２１の上下方
向の温度差を低減する作用が促進されることとなるため、第１ゾーン２１の快適性が向上
される。また、第２開口部１４が第２ゾーン２２の天井部に形成されることで、第２ゾー
ン２２においても、第１ゾーン２１と同様に、第２ゾーン２２の上下方向の温度差を低減
する作用が促進されることとなるため、第２ゾーン２２の快適性が向上される。
【００４５】
　また、第１開口部１３が、リビング２の天井面、つまり、第１ゾーン２１の天井部に形
成されるため、第１開口部１３を、室内機４１の吹出口の近くに形成することが可能であ
る。第１ゾーン２１では、室内機４１の吹出口に近い箇所ほど、暖房時に高温となり、ま
た、冷房時に低温となるため、第１開口部１３が、室内機４１の吹出口の近くに形成され
ることで、第２ゾーン２２に高温又は低温の空気を供給することが可能となって、第２ゾ
ーン２２の空調が効率化される。そのため、第２ゾーン２２の快適性が向上され、また、
空調装置３４の消費電力量の増加を抑制することが可能となる。
【００４６】
（具体例－４）
　図７は、実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。なお、図７では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面図
の一例を示している。
　図７に示されるように、リビング２の壁面、つまり、第１ゾーン２１の天井部まで延び
る壁部に第１開口部１３が形成され、廊下５の天井、つまり、第２ゾーン２２の天井部に
第２開口部１４が形成され、第１開口部１３と第２開口部１４とは、第１風路１１によっ
て連通される。送風装置３５は、第１風路１１の途中部、つまり、廊下５の天井裏に配設
される。送風装置３５が送風動作を開始すると、第２開口部１４を介して、廊下５の第２
ゾーン２２の空気が第１風路１１に流入し、第１開口部１３を介して、リビング２に流出
する。そして、第２風路１２を介して、リビング２から廊下５へ戻る気流が生じる。第２
開口部１４が廊下５に形成され、廊下５の空間が第２ゾーン２２である場合を示している
が、第２開口部１４がキッチン３、和室４、トイレ７、洗面所８、浴室９等に形成され、
それらの空間が第２ゾーン２２であってもよい。
【００４７】
　具体例－４では、廊下５の天井裏に第１風路１１が配設されるため、リビング２の天井
高さを高くすることが可能となって、住宅１の意匠性、快適性等が向上される。なお、送
風装置３５は、第２ゾーン２２内の第２開口部１４の近く、つまり第１風路１１の風上側
に配設されてもよく、また、第１ゾーン２１内の第１開口部１３の近く、つまり第１風路
１１の風下側に配設されてもよい。送風装置３５が、第１風路１１の途中部に配設される
場合には、意匠性、快適性等が更に向上される。
【００４８】
　また、第１開口部１３が、リビング２の壁面の上部、つまり、第１ゾーン２１の壁部の
上部に形成され、第１開口部１３から吹き出された空気が、第１ゾーン２１を水平方向に
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通過することとなって、リビング２に居る人に風が当たることが抑制されて、第１ゾーン
２１の快適性が向上される。また、扉１０と床面との隙間を流れる空気が、リビング２か
ら廊下５へと吹き出されることとなって、リビング２の床面、つまり、第１ゾーン２１の
床部に冷たい隙間風が生じることが抑制されて、第１ゾーン２１の快適性が向上される。
【００４９】
　また、空調装置３４が冷房運転する際に、リビング２の床面近く、つまり、第１ゾーン
２１の床部近くの冷たい空気を第２ゾーン２２に供給することができるため、第２ゾーン
２２の快適性が向上され、また、空調装置３４の消費電力量の増加を抑制することが可能
となる。また、第１開口部１３と第２風路１２との間隔が広くなって、第１ゾーン２１に
生じる上下方向の気流によって、空調装置３４の冷暖房運転時に生じる第１ゾーン２１の
上下方向の温度差を低減する作用が促進されることとなるため、第１ゾーン２１の快適性
が向上される。また、第２開口部１４が第２ゾーン２２の天井部に形成されることで、第
２ゾーン２２においても、第１ゾーン２１と同様に、第２ゾーン２２の上下方向の温度差
を低減する作用が促進されることとなるため、第２ゾーン２２の快適性が向上される。
【００５０】
（具体例－５）
　図８は、実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。なお、図８では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面図
の一例を示している。
　図８に示されるように、リビング２の廊下５側の壁面、つまり、第１ゾーン２１と第２
ゾーン２２とを仕切り、天井部まで延びる壁部の第１ゾーン２１側に第１開口部１３が形
成され、廊下５のリビング２側の壁面、つまり、第１ゾーン２１と第２ゾーン２２とを仕
切り、天井部まで延びる壁部の第２ゾーン２２側に第２開口部１４が形成され、第１開口
部１３と第２開口部１４とは、第１風路１１によって連通される。送風装置３５は、第１
風路１１の途中部、つまり、リビング２と廊下５とを仕切る扉１０の上方の壁部に配設さ
れる。送風装置３５が送風動作を開始すると、第２開口部１４を介して、廊下５の第２ゾ
ーン２２の空気が第１風路１１に流入し、第１開口部１３を介して、リビング２に流出す
る。そして、第２風路１２を介して、リビング２から廊下５へ戻る気流が生じる。第２開
口部１４が廊下５に形成され、廊下５の空間が第２ゾーン２２である場合を示しているが
、第２開口部１４がキッチン３、和室４、トイレ７、洗面所８、浴室９等に形成され、そ
れらの空間が第２ゾーン２２であってもよい。
【００５１】
　具体例－５では、扉１０の上方の壁部に第１風路１１が配設されるため、リビング２及
び廊下５の天井高さを高くすることが可能となって、住宅１の意匠性、快適性等が向上さ
れる。なお、送風装置３５は、第２ゾーン２２内の第２開口部１４の近く、つまり第１風
路１１の風上側に配設されてもよく、また、第１ゾーン２１内の第１開口部１３の近く、
つまり第１風路１１の風下側に配設されてもよい。送風装置３５が、第１風路１１の途中
部に配設される場合には、意匠性、快適性等が更に向上される。
【００５２】
　また、第１開口部１３が、リビング２の壁面の上部、つまり、第１ゾーン２１の壁部の
上部に形成され、第１開口部１３から吹き出された空気が、第１ゾーン２１を水平方向に
通過することとなって、リビング２に居る人に風が当たることが抑制されて、第１ゾーン
２１の快適性が向上される。また、扉１０と床面との隙間を流れる空気が、リビング２か
ら廊下５へと吹き出されることとなって、リビング２の床面、つまり、第１ゾーン２１の
床部に冷たい隙間風が生じることが抑制されて、第１ゾーン２１の快適性が向上される。
【００５３】
　また、空調装置３４が冷房運転する際に、リビング２の床面近く、つまり、第１ゾーン
２１の床部近くの冷たい空気を第２ゾーン２２に供給することができるため、第２ゾーン
２２の快適性が向上され、また、空調装置３４の消費電力量の増加を抑制することが可能
となる。また、第１開口部１３と第２風路１２との間隔が広くなって、第１ゾーン２１に
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生じる上下方向の気流によって、空調装置３４の冷暖房運転時に生じる第１ゾーン２１の
上下方向の温度差を低減する作用が促進されることとなるため、第１ゾーン２１の快適性
が向上される。また、第２開口部１４が第２ゾーン２２の天井部に形成されることで、第
２ゾーン２２においても、第１ゾーン２１と同様に、第２ゾーン２２の上下方向の温度差
を低減する作用が促進されることとなるため、第２ゾーン２２の快適性が向上される。
【００５４】
（具体例－６）
　図９は、実施の形態１に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明す
るための図である。なお、図９では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面図
の一例を示している。
　図９に示されるように、リビング２の天井、つまり、第１ゾーン２１の天井部に第１開
口部１３が形成され、廊下５の天井、つまり、第２ゾーン２２の天井部に第２開口部１４
が形成され、第１開口部１３と第２開口部１４とは、第１風路１１によって連通される。
送風装置３５は、第１風路１１の途中部、つまり、リビング２又は廊下５の天井裏に配設
される。送風装置３５が送風動作を開始すると、第２開口部１４を介して、廊下５の第２
ゾーン２２の空気が第１風路１１に流入し、第１開口部１３を介して、リビング２に流出
する。そして、第２風路１２を介して、リビング２から廊下５へ戻る気流が生じる。第２
開口部１４が廊下５に形成され、廊下５の空間が第２ゾーン２２である場合を示している
が、第２開口部１４がキッチン３、和室４、トイレ７、洗面所８、浴室９等に形成され、
それらの空間が第２ゾーン２２であってもよい。
【００５５】
　具体例－６では、扉１０と床面との隙間を流れる空気が、リビング２から廊下５へと吹
き出されることとなって、リビング２の床面、つまり、第１ゾーン２１の床部に冷たい隙
間風が生じることが抑制されて、第１ゾーン２１の快適性が向上される。
【００５６】
　また、第１開口部１３が、リビング２の天井、つまり、第１ゾーン２１の天井部に形成
されるため、空調装置３４が冷房運転する際に、リビング２の床面近く、つまり、第１ゾ
ーン２１の床部近くの冷たい空気を第２ゾーン２２に供給することができるため、第２ゾ
ーン２２の快適性が向上され、また、空調装置３４の消費電力量の増加を抑制することが
可能となる。また、第１開口部１３と第２風路１２との間隔が広くなって、第１ゾーン２
１に生じる上下方向の気流によって、空調装置３４の冷暖房運転時に生じる第１ゾーン２
１の上下方向の温度差を低減する作用が促進されることとなるため、第１ゾーン２１の快
適性が向上される。また、第２開口部１４が第２ゾーン２２の天井部に形成されることで
、第２ゾーン２２においても、第１ゾーン２１と同様に、第２ゾーン２２の上下方向の温
度差を低減する作用が促進されることとなるため、第２ゾーン２２の快適性が向上される
。
【００５７】
　特に、第１開口部１３が、リビング２の、室内機４１の吸入口の上方に位置する天井部
、つまり、第１ゾーン２１の、室内機４１の吸入口の上方に形成されるとよい。空調装置
３４のヒートポンプは、暖房運転時に低温空気を、又は、冷房運転時に高温空気を、室内
機４１に吸入して熱交換することで、運転効率が向上される。そのため、第１開口部１３
が、第１ゾーン２１の、室内機４１の吸入口の上方に形成される場合には、第２ゾーン２
２の低温空気又は高温空気を効率よく室内機４１に吸入させることが可能となって、空調
装置３４の消費電力量の増加を更に抑制することが可能となる。また、第２ゾーン２２を
効率よく空調することが可能となって、第２ゾーン２２の快適性が更に向上される。
【００５８】
＜制御部の構成及び概略動作の具体例＞
　図１０は、実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の構成及び概略動作の具体
例を説明するための図である。
　図１０に示されるように、制御部３６は、集中制御装置８１と、集中制御装置８１に接
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続された表示操作装置８２と、集中制御装置８１に接続され、空調装置３４、例えば、空
調装置３４の室内機４１の計測制御装置７２との通信を行う空調通信装置８３と、集中制
御装置８１に接続され、送風装置３５の制御を司る送風制御装置８４と、集中制御装置８
１に接続され、排気装置３３の制御を司る排気制御装置８５と、を有する。各接続は、有
線又は無線に限定されず、各指令、各装置の運転状態の情報等を相互に伝達できるもので
あればよい。
【００５９】
　空気調和システム３１の使用者は、表示操作装置８２を操作することで、空調装置３４
及び送風装置３５の連携動作の実行と解除の切換指令、空気調和システム３１が空調装置
３４を複数備える場合の連携動作を行わせる空調装置３４の切換指令、連携動作を行わせ
る送風装置３５の切換指令、等の運転指令を与えることができる。運転指令は、表示操作
装置８２から集中制御装置８１に送信されて記憶される。集中制御装置８１には、後述す
る制御部３６の動作を実行するための制御プログラムが記憶されており、その制御プログ
ラムが実行されることで、集中制御装置８１から空調通信装置８３、送風制御装置８４、
排気制御装置８５等に動作指令が送信される。
【００６０】
　例えば、集中制御装置８１から空調通信装置８３へは、空調装置３４の、運転と停止の
切換指令、運転モードの切換指令、設定温度の切換指令、設定風量の切換指令、設定風向
の切換指令等が送信される。また、空調通信装置８３から集中制御装置８１へは、空調装
置３４の、各種検知部の検知情報、運転情報等が送信される。各種検知部の検知情報とし
ては、第１ゾーン２１の室内温度、第１ゾーン２１の室内湿度、第１ゾーン２１の室内風
速、第１ゾーン２１の室内空気圧力、外気温度、外気湿度、外気風速、外気圧力、冷媒回
路３４ａの冷媒温度（配管温度）、冷媒回路３４ａの冷媒圧力、第１ゾーン２１の壁部の
温度、第１ゾーン２１の照度、第１ゾーン２１の日射量、第１ゾーン２１の人の在室情報
、第１ゾーン２１の画像情報、第１ゾーン２１のＣＯ２濃度、第１ゾーン２１のＶＯＣ濃
度、第１ゾーン２１の粉塵濃度、第１ゾーン２１の臭気濃度等が挙げられる。
【００６１】
　例えば、集中制御装置８１から送風制御装置８４、排気制御装置８５等へは、送風装置
３５、排気装置３３等の、運転と停止の切換指令、設定風量の切換指令、設定風向の切換
指令等が送信される。送風制御装置８４から集中制御装置８１へは、送風装置３５の、各
種検知器の検知情報、運転情報等が送信される。各種検知器の検知情報としては、第２ゾ
ーン２２の室内温度、第１風路１１を構成する部材の表面温度、第２ゾーン２２の室内湿
度、第２ゾーン２２の室内風速、第２ゾーン２２の室内空気圧力、外気温度、外気湿度、
外気風速、外気圧力、第２ゾーン２２の壁部の温度、第２ゾーン２２の照度、第２ゾーン
２２の日射量、第２ゾーン２２の人の在室情報、第２ゾーン２２の画像情報、第２ゾーン
２２のＣＯ２濃度、第２ゾーン２２のＶＯＣ濃度、第２ゾーン２２の粉塵濃度、第２ゾー
ン２２の臭気濃度等が挙げられる。
【００６２】
＜制御部の動作の具体例＞
（具体例－１）
　図１１は、実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。
　図１１に示されるように、制御部３６は、空調装置３４の空調動作（室内送風機５７の
送風動作）を開始するとともに、送風装置３５の送風動作を開始する（つまり、風量を０
から増加させる）。また、制御部３６は、空調装置３４の空調動作（室内送風機５７の送
風動作）を停止するとともに、送風装置３５の送風動作を停止する（つまり、風量を０に
する）。
【００６３】
　具体例－１では、第１ゾーン２１が空調装置３４によって空調されている場合のみ送風
装置３５の送風動作が行われることとなるため、送風装置３５の消費電力量を削減しつつ
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、第２ゾーン２２の快適性を向上することが可能となる。
【００６４】
（具体例－２）
　図１２は、実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。なお、図１２では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合を示して
いるが、空調装置３４が冷房モードで運転する場合についても、同様である。
　図１２に示されるように、制御部３６は、空調装置３４の空調動作（室内送風機５７の
送風動作）を開始して基準時間Ｔ１が経過した後に、送風装置３５の送風動作を開始する
（つまり、風量を０から増加させる）。また、制御部３６は、空調装置３４の空調動作（
室内送風機５７の送風動作）を停止するとともに、送風装置３５の送風動作を停止する（
つまり、風量を０にする）。
【００６５】
　具体例－２では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合において、空調装置３４に
よって第１ゾーン２１の室内温度が十分に上昇した後に送風装置３５の送風動作が開始さ
れるため、第１ゾーン２１の快適性を維持しつつ第２ゾーン２２の快適性を向上すること
が可能となる。また、空調装置３４が冷房モードで運転する場合において、空調装置３４
によって第１ゾーン２１の室内温度が十分に低下した後に送風装置３５の送風動作が開始
されるため、第１ゾーン２１の快適性を維持しつつ第２ゾーン２２の快適性を向上するこ
とが可能となる。
【００６６】
（具体例－３）
　図１３及び図１４は、実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例
を説明するための図である。なお、図１３では、空調装置３４が暖房モードで運転する場
合を示しており、図１４では、空調装置３４が冷房モードで運転する場合を示している。
　図１３に示されるように、空調装置３４が暖房モードで運転する場合において、制御部
３６は、室内温度検知部６１で検知される室内温度が基準温度以上になると、送風装置３
５の送風動作を開始する（つまり、風量を０から増加させる）。また、制御部３６は、室
内温度検知部６１で検知される室内温度が基準温度未満になると、送風装置３５の送風動
作を停止する（つまり、風量を０にする）。図１４に示されるように、空調装置３４が冷
房モードで運転する場合において、制御部３６は、室内温度検知部６１で検知される室内
温度が基準温度以下になると、送風装置３５の送風動作を開始する（つまり、風量を０か
ら増加させる）。また、制御部３６は、また、制御部３６は、室内温度検知部６１で検知
される室内温度が基準温度を超えると、送風装置３５の送風動作を停止する（つまり、風
量を０にする）。つまり、制御部３６は、第１ゾーン２１の室内温度、特に、第１ゾーン
２１の室内温度と基準温度との関係に応じて、送風装置３５から送風される風量を変化さ
せる。空調装置３４の運転モード（暖房モード、冷房モード等）に応じて、基準温度が異
なる値に設定されてもよい。
【００６７】
　具体例－３では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合において、第１ゾーン２１
の室内温度が十分に上昇した後に送風装置３５の送風動作が開始されるため、第１ゾーン
２１の快適性を維持しつつ第２ゾーン２２の快適性を向上することが可能となる。また、
空調装置３４が冷房モードで運転する場合において、第１ゾーン２１の室内温度が十分に
低下した後に送風装置３５の送風動作が開始されるため、第１ゾーン２１の快適性を維持
しつつ第２ゾーン２２の快適性を向上することが可能となる。また、空調装置３４の空調
動作が停止している際に、第２ゾーン２２を空調することが可能となって、空調装置３４
の消費電力量を削減しつつ、第２ゾーン２２の快適性を向上することが可能となる。例え
ば、冬季に日射で南側のリビング２の室内空気が暖められた際に、その暖気を北側の廊下
５、洗面所８等に供給して、第２ゾーン２２を空調することが可能となる。
【００６８】
（具体例－４）
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　図１５及び図１６は、実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例
を説明するための図である。なお、図１５では、空調装置３４が暖房モードで運転する場
合を示しており、図１６では、空調装置３４が冷房モードで運転する場合を示している。
　図１５に示されるように、空調装置３４が暖房モードで運転する場合において、制御部
３６は、基準温度を、空調装置３４の設定温度と比較してΔＴ℃だけ低い温度に設定し、
室内温度検知部６１で検知される室内温度が基準温度以上になると、送風装置３５の送風
動作を開始する（つまり、風量を０から増加させる）。図１６に示されるように、空調装
置３４が冷房モードで運転する場合において、制御部３６は、基準温度を、空調装置３４
の設定温度と比較してΔＴ℃だけ高い温度に設定し、室内温度検知部６１で検知される室
内温度が基準温度以下になると、送風装置３５の送風動作を開始する（つまり、風量を０
から増加させる）。つまり、制御部３６は、基準温度を空調装置３４の設定温度に応じて
変化させる。
【００６９】
　具体例－４では、空調装置３４の設定温度が使用者等によって変更される場合であって
も、空調装置３４によって第１ゾーン２１の室内温度が設定温度に近づいた後に送風装置
３５の送風動作が開始されるため、第１ゾーン２１の快適性を維持しつつ第２ゾーン２２
の快適性を向上することが可能となる。
【００７０】
（具体例－５）
　図１７は、実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。なお、図１７では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合を一例と
して示している。
　図１７に示されるように、制御部３６は、送風装置３５の送風動作に応じて、室内機４
１の設定風向を変更する。例えば、空調装置３４が暖房モードで運転する場合には、制御
部３６は、リビング２の上部に暖気が滞留することを抑制するために、室内機４１の設定
風向を下向きにして、空調装置３４の空調動作を開始する。そして、制御部３６は、室内
温度検知部６１で検知される室内温度が基準温度以上になると、室内機４１の設定風向を
上向きにして、送風装置３５の送風動作を開始する（つまり、風量を０から増加させる）
。
【００７１】
　具体例－５では、例えば、室内機４１の設定風向が上向きの状態で、送風装置３５の送
風動作が行われることで、室内機４１から吹き出された空気が、天井面に沿って流れてス
ムーズに第１開口部１３に流入することとなり、第２ゾーン２２の空調が効率化される。
そのため、第２ゾーン２２の快適性が向上され、また、空調装置３４の消費電力量の増加
を抑制することが可能となる。
【００７２】
（具体例－６）
　図１８は、実施の形態１に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。なお、図１８では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合を一例と
して示している。
　図１８に示されるように、制御部３６は、室内機４１の設定風量（風速）に応じて、送
風装置３５から送風される風量、つまり、送風装置３５の設定風量（風速）を変化させる
。例えば、空調装置３４が暖房モードで運転する場合には、制御部３６は、空調装置３４
の暖房能力を高くするために、空調装置３４の空調動作を開始して室内温度検知部６１で
検知される室内温度が設定温度に到達するまでは、室内機４１の設定風量（風速）を強風
にする。そして、制御部３６は、室内温度検知部６１で検知される室内温度が基準温度以
上になると、送風装置３５の設定風量を強風にして、送風装置３５の送風動作を開始する
。そして、制御部３６は、室内温度検知部６１で検知される室内温度が設定温度に到達す
ると、室内機４１の設定風量を弱風にして、空調装置３４の暖房能力を低くするとともに
、送風装置３５の設定風量を弱風にする。
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【００７３】
　なお、制御部３６は、室内機４１の設定風量（風速）が使用者等によって変更された際
に、送風装置３５の設定風量を変化させてもよい。また、室内機４１の設定風量が「自動
」に設定されている場合のみ、室内機４１の設定風量（風速）に応じて、送風装置３５の
設定風量（風速）を変化させてもよい。室内機４１の設定風量（風速）は、空調装置３４
の制御の一環として決定される。そのため、例えば、集中制御装置８１は、室内機４１の
設定風量（風速）を空調通信装置８３から受信して送風装置３５の設定風量（風速）を決
定し、送風制御装置８４に出力する。
【００７４】
　具体例－６では、暖房能力、冷房能力等の第１ゾーン２１及び第２ゾーン２２への分配
比率を、常時安定化することが可能であるため、第１ゾーン２１及び第２ゾーン２２の室
内温度を安定化して快適性を向上しつつ、空調装置３４の消費電力量の増加を抑制するこ
とが可能となる。また、使用者等がドラフト感、騒音等を抑えるために室内機４１の設定
風量（風速）を弱風に変更する際、暖房能力、冷房能力等高くするために室内機４１の設
定風量（風速）を強風に変更する際等に、送風装置３５から送風される風量が連動するこ
ととなって、快適性、利便性等が向上される。
【００７５】
実施の形態２．
　以下に、実施の形態２に係る空気調和システムについて説明する。
＜空調装置の構成の具体例＞
　図１９は、実施の形態２に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明す
るための図である。なお、図１９では、空気調和システム３１が適用される住宅１の平面
図の一例を示している。
　図１９に示されるように、空調装置３４は、外気の温度を検知する外気温度検知部６２
を有する。外気温度検知部６２の検知結果である外気温度の情報は、計測制御装置７１に
供給される。例えば、外気温度検知部６２は、サーミスタ等の温度センサであり、室外機
４２の内部に搭載されて、室外機４２に吸い込まれる外気の温度を検知する。
【００７６】
＜制御部の動作の具体例＞
　図２０は、実施の形態２に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。なお、図２０では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合を一例と
して示している。
　図２０に示されるように、制御部３６は、外気温度に応じて、送風装置３５から送風さ
れる風量を変化させる。例えば、空調装置３４が暖房モードで運転する場合には、制御部
３６は、外気温度検知部６２で検知される外気温度が基準温度以下になると、送風装置３
５の送風動作を開始する（つまり、風量を０から増加させる）。制御部３６が、外気温度
検知部６２で検知される外気温度が低くなる程、送風装置３５から送風される風量、つま
り送風装置３５の設定風量（風速）を増加させてもよい。
【００７７】
　第２ゾーン２２の室内温度及び熱負荷は、外気温度に依存して変化するため、外気温度
に応じて送風装置３５から送風される風量が制御されることで、第２ゾーン２２の室内温
度を検知する温度検知部等を設けることなく、第２ゾーン２２の室内温度を制御すること
が可能となり、また、空調装置３４の消費電力量を削減することが可能となる。
【００７８】
実施の形態３．
　以下に、実施の形態３に係る空気調和システムについて説明する。
＜空調装置の構成の具体例＞
　図２１は、実施の形態３に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明す
るための図である。なお、図２１では、空気調和システム３１が適用される住宅１の平面
図の一例を示している。
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　図２１に示されるように、空調装置３４は、第１ゾーン２１に存在する躯体の温度を検
知する躯体温度検知部６３を有する。躯体温度検知部６３は、例えば、放射温度等の物体
の放射エネルギーを検知する赤外線センサであり、室内機４１に搭載される。
【００７９】
＜制御部の動作の具体例＞
　図２２は、実施の形態３に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。なお、図２２では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合を一例と
して示している。
　図２２に示されるように、制御部３６は、室内温度検知部６１で検知される室内温度を
、躯体温度検知部６３で検知される躯体温度に基づいて補正することで求まる、第１ゾー
ン２１の体感温度に応じて、送風装置３５から送風される風量を変化させる。例えば、空
調装置３４が暖房モードで運転する場合には、制御部３６は、第１ゾーン２１の体感温度
が基準温度以上になると、送風装置３５から送風される風量、つまり送風装置３５の設定
風量（風速）を減少させる。
【００８０】
　住宅１の外部からの熱侵入に起因する熱負荷と比較して、第１ゾーン２１の躯体を冷却
又は加熱する熱負荷の方が大きいと想定される。そのため、制御部３６は、送風装置３５
の制御を適切に実施するために、第１ゾーン２１における躯体の熱量を処理できているか
否かを判定することが好ましい。例えば、制御部３６が、第１ゾーン２１の室内室温を判
定基準とする場合には、第１ゾーン２１の空気の熱容量が躯体の熱容量と比較して少ない
ため、空調装置３４の空調動作の応答が早く表れることとなり、躯体がまだ高温又は低温
である段階で、第１ゾーン２１が十分に冷却又は加熱されたと判定してしまう虞がある。
一方、上述のように、制御部３６が、第１ゾーン２１の体感室温を判定基準とする場合に
は、躯体がまだ高温又は低温である段階で、第１ゾーン２１が十分に冷却又は加熱された
と判定してしまうことが抑制されるため、快適性が向上される。
【００８１】
実施の形態４．
　以下に、実施の形態４に係る空気調和システムについて説明する。
＜空調装置の構成の具体例＞
　図２３及び図２４は、実施の形態４に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体
例を説明するための図である。なお、図２３及び図２４では、空気調和システム３１が適
用される住宅１の断面図の一例を示している。
　図２３及び図２４に示されるように、空調装置３４は、第２ゾーン２２から第１ゾーン
２１に流入する気流の温度を検知する気流温度検知部６４を有する。気流温度検知部６４
は、例えば、放射温度等の物体の放射エネルギーを検知する赤外線センサであり、室内機
４１に搭載されて、第２ゾーン２２から第１ゾーン２１に流入する気流が接触する物体、
例えば、第２風路１２、第１開口部１３等の表面温度を検知する。
【００８２】
＜制御部の動作の具体例＞
　図２５は、実施の形態４に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。なお、図２５では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合を一例と
して示している。
　図２５に示されるように、制御部３６は、室内温度検知部６１で検知される室内温度を
、気流温度検知部６４で検知される気流温度に基づいて補正することで求まる、第１ゾー
ン２１の体感温度に応じて、送風装置３５から送風される風量を変化させる。例えば、空
調装置３４が暖房モードで運転する場合には、制御部３６は、第１ゾーン２１の体感温度
が基準温度以上になると、送風装置３５から送風される風量、つまり送風装置３５の設定
風量（風速）を減少させる。
【００８３】
　制御部３６は、第２ゾーン２２の室内温度を検知する温度検知部等が設けられない場合
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であっても、気流温度検知部６４で検知される気流温度を用いて、第２ゾーン２２の室内
温度が反映された制御を行うことが可能である。そのため、第２ゾーン２２の快適性が向
上され、空調装置３４の消費電力量の増加が抑制される。
【００８４】
実施の形態５．
　以下に、実施の形態５に係る空気調和システムについて説明する。
＜空調装置の構成の具体例＞
　図２６は、実施の形態５に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明す
るための図である。なお、図２６では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面
図の一例を示している。
　図２６に示されるように、空調装置３４は、第１ゾーン２１の日射量を検知する日射量
検知部６５を有する。日射量検知部６５は、例えば、放射温度等の物体の放射エネルギー
を検知する赤外線センサであり、室内機４１に搭載されて、第１ゾーン２１の日射が当た
る箇所の表面温度を検知する。
【００８５】
＜制御部の動作の具体例＞
　図２７は、実施の形態５に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。なお、図２７では、空調装置３４が暖房モードで運転する場合を一例と
して示している。
　図２７に示されるように、制御部３６は、第１ゾーン２１の体感温度と相関性を有する
、第１ゾーン２１の日射量に応じて、送風装置３５から送風される風量を変化させる。例
えば、空調装置３４が暖房モードで運転する場合には、制御部３６は、第１ゾーン２１の
日射が当たる箇所の表面温度が基準温度になると、送風装置３５の送風動作を開始し（つ
まり、風量を０から増加させ）、第１ゾーン２１の日射が当たる箇所の表面温度が低下し
始めたら、送風装置３５から送風される風量、つまり送風装置３５の設定風量（風速）を
減少させる。
【００８６】
　冬季に日射で南側のリビング２の室内空気が暖められた際に、その暖気を北側の廊下５
、洗面所８等に供給して、第２ゾーン２２を空調することが可能となる。そのため、第２
ゾーン２２の快適性が向上され、空調装置３４の消費電力量が削減される。
【００８７】
　なお、日射量検知部６５は、第１ゾーン２１の日射が当たる箇所の照度を検知する照度
センサ、第１ゾーン２１の日射が当たる箇所の画像情報を取得する画像センサ等であって
もよく、それらによっても第１ゾーン２１の日射量と相関性を有する情報を取得すること
ができる。
【００８８】
実施の形態６．
　以下に、実施の形態６に係る空気調和システムについて説明する。
＜空調装置の構成の具体例＞
　図２８は、実施の形態６に係る空気調和システムの、空調装置の構成の具体例を説明す
るための図である。なお、図２８では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断面
図の一例を示している。
　図２８に示されるように、空調装置３４は、第１ゾーン２１における人の在室を検知す
る在室検知部６６を有する。在室検知部６６は、例えば、放射温度等の物体の放射エネル
ギーを検知する赤外線センサであり、室内機４１に搭載されて、第１ゾーン２１における
人からの放射エネルギーの有無を検知する。
【００８９】
＜制御部の動作の具体例＞
　制御部３６は、第１ゾーン２１における人の在室情報に応じて、送風装置３５から送風
される風量を変化させる。例えば、制御部３６は、空調装置３４が空調動作を行っている
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状態で、在室検知部６６で第１ゾーン２１に人が不在である旨が検知されると、人が洗面
所８、浴室９等の第２ゾーン２２にいると仮定して、送風装置３５の送風動作を開始する
（つまり、風量を０から増加させる）、又は、送風装置３５の設定風量（風速）を増加さ
せる。
【００９０】
　制御部３６は、第２ゾーン２２における人の在室を検知する在室検知部等が設けられな
い場合であっても、第２ゾーン２２の快適性を必要に応じて向上することが可能である。
そのため、第２ゾーン２２の快適性が向上され、空調装置３４の消費電力量が削減される
。
【００９１】
　なお、在室検知部６６は、赤外線センサ以外の他の人感センサ、第１ゾーン２１の照度
を検知する照度センサ、第１ゾーン２１の画像情報を取得する画像センサ等であってもよ
く、それらによっても第１ゾーン２１における人の在室情報と相関性を有する情報を取得
することができる。
【００９２】
実施の形態７．
　以下に、実施の形態７に係る空気調和システムについて説明する。
＜空気調和システムの構成及び概略動作の具体例＞
　図２９は、実施の形態７に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明
するための図である。なお、図２９では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断
面図の一例を示している。
　図２９に示されるように、送風装置３５は、ファンの回転方向等を反転させて、送風方
向を反転させることが可能である。送風装置３５の送風方向が正方向である場合には、第
１ゾーン２１の空気が第１開口部１３、第１風路１１、及び、第２開口部１４を順に通過
して第２ゾーン２２に流出し、第２ゾーン２２の空気が第２風路１２を介して第１ゾーン
２１へ流出する気流が生じる。送風装置３５の送風方向が負方向である場合には、第２ゾ
ーン２２の空気が第２開口部１４、第１風路１１、及び、第１開口部１３を通過して第１
ゾーン２１に流出し、第１ゾーン２１の空気が第２風路１２を介して第２ゾーン２２へ流
出する気流が生じる。
【００９３】
＜制御部の動作の具体例＞
（具体例－１）
　制御部３６は、空調装置３４が暖房モードで空調動作を行っている状態で、送風装置３
５に送風動作を行わせる際には、送風装置３５の送風方向を正方向とする。また、制御部
３６は、空調装置３４が冷房モードで空調動作を行っている状態で、送風装置３５に送風
動作を行わせる際には、送風装置３５の送風方向を負方向とする。
【００９４】
　空調装置３４の空調動作によって第１ゾーン２１内に温度分布が生じるため、制御部３
６が送風装置３５の送風方向を制御することで、第２ゾーン２２の空調が効率化される。
例えば、空調装置３４が暖房モードで空調動作を行っている場合には、第１ゾーン２１内
に温度差（密度差）が生じて、リビング２の天井付近に暖気が滞留する。そのため、制御
部３６が、送風装置３５の送風方向を、第１ゾーン２１の重力方向の上方に形成された第
１開口部１３から第１風路１１を介して第２ゾーン２２に向かう気流が生じる方向とする
ことで、滞留する暖気を第２ゾーン２２に効率よく供給することが可能となって、第２ゾ
ーン２２の空調が効率化される。また、空調装置３４が冷房モードで空調動作を行ってい
る場合には、第１ゾーン２１内に温度差（密度差）が生じて、リビング２の床面付近に冷
気が滞留する。そのため、制御部３６が、送風装置３５の送風方向を、第１ゾーン２１か
ら第１ゾーン２１の重力方向の下方に形成された第２風路１２を介して第２ゾーン２２に
向かう気流が生じる方向とすることで、滞留する冷気を第２ゾーン２２に効率よく供給す
ることが可能となって、第２ゾーン２２の空調が効率化される。
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【００９５】
　なお、送風装置３５の送風方向が、使用者によって任意に設定可能であってもよい。使
用者が空調装置３４の運転モードを任意に設定することで、送風装置３５の送風方向が任
意に設定されてもよい。使用者が任意に送風方向を設定できることで、送風装置３５の送
風動作に伴って頭上、足元等に風の流れを感じる等の不快感を、使用者が任意に緩和する
ことが可能となり、快適性が向上される。
【００９６】
（具体例－２）
　図３０は、実施の形態７に係る空気調和システムの、制御部の動作の具体例を説明する
ための図である。
　図３０に示されるように、制御部３６は、送風装置３５の送風方向を基準時間Ｔ２だけ
正方向とし、送風装置３５の送風方向を基準時間Ｔ３だけ負方向とすることを、繰り返す
。基準時間Ｔ２と基準時間Ｔ３とは、異なる時間であってもよく、また、同一の時間であ
ってもよい。
【００９７】
　第１ゾーン２１及び第２ゾーン２２では、高温空気は空間の上方に移動し、また、低温
空気は空間の下方に移動するため、第１ゾーン２１及び第２ゾーン２２の上下方向に常に
温度差が生じる。そのため、送風装置３５の送風方向を定期的に切り換えることで、空間
内の温度差が低減されて、快適性が向上される。
【００９８】
実施の形態８．
　以下に、実施の形態８に係る空気調和システムについて説明する。
＜空気調和システムの構成及び概略動作の具体例＞
　図３１は、実施の形態８に係る空気調和システムの、構成及び概略動作の具体例を説明
するための図である。なお、図３１では、空気調和システム３１が適用される住宅１の断
面図の一例を示している。
　図３１に示されるように、送風装置３５は、ファンの回転方向等を反転させて、送風方
向を反転させることが可能である。送風装置３５の送風方向が正方向である場合には、第
１ゾーン２１の空気が第１開口部１３、第１風路１１、及び、第２開口部１４を順に通過
して第２ゾーン２２である洗面所８に流出する気流が生じる。送風装置３５の送風方向が
負方向である場合には、第２ゾーン２２である洗面所８の空気が第２開口部１４、第１風
路１１、及び、第１開口部１３を通過して第１ゾーン２１に流出する気流が生じる。
【００９９】
＜制御部の動作の具体例＞
　制御部３６は、使用者の入浴前に送風装置３５に送風動作を行わせる際には、送風装置
３５の送風方向を正方向とする。使用者の入浴後に送風装置３５に送風動作を行わせる際
には、送風装置３５の送風方向を負方向とする。
【０１００】
　制御部３６が、使用者の入浴前に送風装置３５の送風動作を開始するタイミングは、空
調装置３４の空調動作と連動してもよく、また、使用者によって設定されてもよく、また
、使用者が指定した入浴時刻に応じて設定されてもよく、また、使用者が風呂のお湯張り
のスイッチをＯＮした時刻に応じて設定されてもよい。制御部３６が、使用者の入浴後に
送風装置３５の送風方向を反転させるタイミングは、室内機４１に設けられた在室検知部
６６が人の在室を検知したときでもよく、また、使用者が送風装置３５の送風方向反転の
スイッチを操作したときでもよく、また、使用者が指定した入浴時間に応じて設定されて
もよく、また、送風装置３５の送風動作の開始時刻から基準時間が経過したときでもよく
、浴室９、洗面所８等の照明が消灯したときでもよく、また、使用者が風呂のお湯張りの
スイッチをＯＦＦしたときでもよい。
【０１０１】
　冬季には、制御部３６が入浴前後に送風装置３５の送風方向を反転させることで、入浴
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前に洗面所８、浴室９等を温め、入浴後に洗面所８、浴室９等の高湿空気をリビング２に
搬送して加湿することができるため、快適性が向上される。また、夏季には、制御部３６
が入浴前後に送風装置３５の送風方向を反転させることで、入浴前に洗面所８、浴室９等
を冷やし、入浴後に洗面所８、浴室９等の高湿空気をリビング２に搬送して、空調装置３
４の冷房運転で除湿することで、効率よく洗面所８、浴室９等の湿気を取り去ることがで
きるため、快適性及び衛生性が向上される。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　住宅、２　リビング、３　キッチン、４　和室、５　廊下、６　玄関、７　トイレ
、８　洗面所、９　浴室、１０　扉、１１　第１風路、１２　第２風路、１３　第１開口
部、１４　第２開口部、２１　第１ゾーン、２２　第２ゾーン、３１　空気調和システム
、３２　給気装置、３３　排気装置、３４　空調装置、３４ａ　冷媒回路、３５　送風装
置、３６　制御部、４１　室内機、４２　室外機、５１　圧縮機、５２　四方弁、５３　
室外熱交換器、５４　膨張弁、５５　室内熱交換器、５６　室外送風機、５７　室内送風
機、６１　室内温度検知部、６２　外気温度検知部、６３　躯体温度検知部、６４　気流
温度検知部、６５　日射量検知部、６６　在室検知部、７１　計測制御装置、７２　計測
制御装置、７３　通信線、７４　リモートコントローラー、８１　集中制御装置、８２　
表示操作装置、８３　空調通信装置、８４　送風制御装置、８５　排気制御装置。

【図１】 【図２】



(24) JP WO2015/189899 A1 2015.12.17

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】
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【図３１】

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月17日(2016.6.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明に係る空気調和システムは、第１ゾーンの空気を空調する空調装置と、前記第１
ゾーンと、前記第１ゾーンとは壁面で仕切られた第２ゾーンとの間に循環する気流を生じ
させる送風装置と、前記空調装置の空調動作と前記送風装置の送風動作との連携動作を制
御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記空調装置の空調動作を開始してからの
時間を計測し、基準時間が経過した後に前記送風装置の送風動作を開始するものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ゾーンの空気を空調する空調装置と、
　前記第１ゾーンと、前記第１ゾーンとは壁面で仕切られた第２ゾーンとの間に循環する
気流を生じさせる送風装置と、
　前記空調装置の空調動作と前記送風装置の送風動作との連携動作を制御する制御手段と
、を備え、
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　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作を開始してからの時間を計測し、基準時間が
経過した後に前記送風装置の送風動作を開始する空気調和システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第１ゾーンの空気の温度に応じて、前記送風装置から送風される
風量を変化させる、請求項１に記載の空気調和システム。
【請求項３】
　前記制御手段には、使用者によって設定された基準時間が設定されている請求項１又は
２に記載の空気調和システム。
【請求項４】
　前記第１ゾーンに形成された第１開口部と、前記第２ゾーンに形成された第２開口部と
、を連通させる第１風路が形成され、
　前記送風装置は、前記第１風路の風上側若しくは風下側又は途中部に配設され、前記第
１開口部から前記第２開口部に向かう気流を生じさせる、請求項１～３の何れか一項に記
載の空気調和システム。
【請求項５】
　前記第１ゾーンの、前記空調装置の吹出方向の壁部又は天井部に、前記第１開口部が形
成された、請求項４に記載の空気調和システム。
【請求項６】
　前記第１ゾーンに形成された第１開口部と、前記第２ゾーンに形成された第２開口部と
、を連通させる第１風路が形成され、
　前記送風装置は、前記第１風路の風上側若しくは風下側又は途中部に配設され、前記第
２開口部から前記第１開口部に向かう気流を生じさせる、請求項１～３の何れか一項に記
載の空気調和システム。
【請求項７】
　前記第１ゾーンの、前記空調装置の吸込口の上方に、前記第１開口部が形成された、請
求項６に記載の空気調和システム。
【請求項８】
　前記第１開口部及び前記第２開口部の少なくとも何れか一方は、前記第１ゾーンと前記
第２ゾーンとを隔てる壁に形成された、請求項４～７の何れか一項に記載の空気調和シス
テム。
【請求項９】
　前記第１ゾーンと前記第２ゾーンとは、第２風路によって連通された、請求項４～８の
何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作に応じて、前記送風装置から送風される風量
を変化させる、請求項１～９の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作を開始するとともに前記送風装置の送風動作
を開始する、請求項１０に記載の空気調和システム。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記第１ゾーンの空気の温度と基準温度との関係に応じて、前記送風
装置から送風される風量を変化させる、請求項１１に記載の空気調和システム。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作に応じて、前記基準温度を変化させる、請求
項１２に記載の空気調和システム。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記空調装置の設定温度に応じて、前記基準温度を変化させる、請求
項１３に記載の空気調和システム。
【請求項１５】
　前記制御手段は、前記送風装置の送風動作に応じて、前記空調装置の風向を変化させる
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、請求項１～１４の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１６】
　前記制御手段は、前記空調装置の設定風量に応じて、前記送風装置から送風される風量
を変化させる、請求項１～１５の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１７】
　前記制御手段は、外気の温度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる
、請求項１～１６の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１８】
　前記制御手段は、体感温度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、
請求項１～１７の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項１９】
　前記制御手段は、躯体温度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、
請求項１８に記載の空気調和システム。
【請求項２０】
　前記制御手段は、前記第２ゾーンから前記第１ゾーンに流入する気流の温度に応じて、
前記送風装置から送風される風量を変化させる、請求項１８又は１９に記載の空気調和シ
ステム。
【請求項２１】
　前記制御手段は、日射の当たる箇所の表面温度に応じて、前記送風装置から送風される
風量を変化させる、請求項１８～２０の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２２】
　前記制御手段は、人の在室情報に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させ
る、請求項１～２１の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２３】
　前記制御手段は、照度に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、請求
項１～２２の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２４】
　前記制御手段は、画像情報に応じて、前記送風装置から送風される風量を変化させる、
請求項１～２３の何れか一項に記載の空気調和システム。
【請求項２５】
　前記制御手段は、前記送風装置の送風方向を反転する、請求項１～２４の何れか一項に
記載の空気調和システム。
【請求項２６】
　前記制御手段は、前記空調装置の空調動作に応じて、前記送風装置の送風方向を変化さ
せる、請求項２５に記載の空気調和システム。
【請求項２７】
　前記制御手段は、基準時間が経過したか否かに応じて、前記送風装置の送風方向を変化
させる、請求項２５に記載の空気調和システム。
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