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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の冷暖房放射パネルが間隙を設けて天井に配設され、前記間隙は、隣接する冷暖房
放射パネルの上昇傾斜側の突合せの部分に形成される間隙と、隣接する冷暖房放射パネル
の下降傾斜側の突合せの部分に形成される間隙と、が交互に配置されており、前記隣接す
る冷暖房放射パネルの上昇傾斜側の突合せの部分に形成される間隙には照明器具が取付け
られているとともに、前記隣接する冷暖房放射パネルの下降傾斜側の突合せの部分に形成
される間隙には揺動風向片を備えた空気噴出ダクトが設けられ、少なくとも冷房時に該空
気噴出ダクトから噴出される調温調湿空気により冷暖房放射パネルの下降傾斜端部に集結
する結露水を蒸発させるようにしたことを特徴とする放射冷暖房システム。
【請求項２】
　前記揺動風向片は送風される風力を利用して回動可能になっている請求項１に記載の放
射冷暖房システム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、放射冷暖房システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パネル面にチューブ等を這わせ、内部に冷水又は温水を通水し、パネル表面を所定
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の温度を保ち、壁体や人体と放射による熱交換を行うことによって、快適な状態を維持す
る放射冷暖房システムが開発されている。
【０００３】
この放射冷暖房システムの利点は、冷風や温風を供給する一般的な空調システムと異なり
、放射パネルを天井全面に配設するため、室内空間の温度むらや時間による温度変化が少
なく、温度設定も緩めにでき、経済効果を高められる。又、放射パネル設置場所に音源と
なる機器類がないため、室内に静寂が確保される。
【０００４】
このような利点を効果的に活用できる図書館や病院、老人ホームといった静かで柔らかい
環境が求められる空間の空調に広く採用されており、図８に示されているように前記図書
館や病院、老人ホーム等の室内０１の天井全面に放射パネル０２が隙間なく配設され、該
放射パネル０２の内部には一連のチューブ０３が組み込まれている。
【０００５】
このチューブ０３には、循環ポンプ０１０の運転と所定の場所に設置されている熱交換器
０８で冷房時には例えば１５℃程度に冷却された冷水が、暖房時には例えば３５℃程度に
加熱された温水が挿入管０４を通して注入される。また該熱交換器０８には、熱源機器（
開示せず）から例えば７℃程度の一次冷水又は例えば４０℃程度の一次温水が供給され、
該チューブ０３に供給する冷水の冷却又は温水の加熱を行っている。
【０００６】
さらに、注入された冷水又は温水は放射パネル０２内の一連のチューブ０３を通過する間
に室内０１と放射による熱交換を行い、室内０１温度が所定の設定温度に調整される。室
内０１と放射による熱交換を行い、温まった水又は温度が低下した温水は、放出管０５を
介して熱交換器０８へと送られ再び冷却、又は加熱され、各放射パネル０２のチューブ０
３へと還流される。
【０００７】
室内０１の一方の天井近傍には、空気噴出ダクト０６が、他方の天井近傍には、空気排気
ダクト０７が設けられており、前記空気噴出ダクト０６からは空気調和機０９によって調
温調湿された空気が噴出され、換気のために必要な外気の導入と、後述するように、冷房
時の放射パネル０２と室内０１との温度差により発生する放射パネル０２表面の結露の防
止又は除去する目的と、暖房時の暖気が天井付近に滞留するのを防止し、室内０１の均一
的な温度に保持する役目を行っている。また該空気調和機０９には前記熱源機器から例え
ば７℃程度の一次冷水又は例えば４０℃程度の一次温水が供給され、さらに加湿用の水又
は蒸気が供給され、前記空気噴出ダクト０６に供給する空気の調温調湿を行っている。
【０００８】
一方空気排気ダクト０７は、冷房時には室内０１の湿り気のある空気を排出する目的と、
暖房時には室内０１に滞留した空気の流れを促進し、気流による空気の攪拌を促すために
設けられている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、放射冷暖房システムは、一般的な空調システムのように室内に冷風や温風
を供給しての対流による熱交換でなく、放射パネル表面温度と壁体又は人体の表面温度と
の温度差から生じる放射及び自然対流による熱交換が主体であるため、放射パネルと室内
との間に温度差を必要とする。
【００１０】
このことから、冷房時には放射パネル表面の温度を室温より低く保つ必要があるため、室
内で発生する水蒸気が低温状態の放射パネル表面で凝縮し結露が発生することになる。
【００１１】
又、暖房時には、一般的な空調システムのように風力を利用して暖気の誘導を行わないた
めに、放射パネル表面で暖められた暖気が天井付近に滞留し、室内全体を均一な温度に保
持することが困難であった。
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【００１２】
前述した従来の放射冷暖房システムには、上記のような結露の防止と不均一な室内温度の
調整を少しでも解消する方法として、図１の空気噴出ダクト０６が設けられたが、噴出さ
れる調温調湿された空気は、室内０１の静寂さを妨げない程度に弱い風量に限られるため
、空気噴出ダクト０６近傍の放射パネル０２表面に発生する結露の防止は可能なものの、
空気噴出ダクト０６から遠ざかる放射パネル０２表面には調温調湿された空気が届かない
ため、結露が発生し、特に冷房時でのチューブ０３の冷水注入口近傍には多くの結露が発
生し、最後には結露水となり床に落下し、敷物にシミができたり、結露水の溜まっている
箇所にカビが発生するなどの不衛生な室内環境をもたらす原因にもなった。又、暖房時の
天井付近への暖気の滞留も空気噴出ダクト０６近傍では解消できるものの、空気噴出ダク
ト０６近傍以外では暖気の滞留を解消できず、室内０１を均一な所定温度に保持すること
は困難であった。
【００１３】
本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、冷房時の放射パネル表面での結
露、及び暖房時の天井付近への暖気の滞留を防止する放射冷暖房システムを提供すること
を目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の放射冷暖房システムは、複数の冷暖房放射パネル
が間隙を設けて天井に配設され、前記間隙は、隣接する冷暖房放射パネルの上昇傾斜側の
突合せの部分に形成される間隙と、隣接する冷暖房放射パネルの下降傾斜側の突合せの部
分に形成される間隙と、が交互に配置されており、前記隣接する冷暖房放射パネルの上昇
傾斜側の突合せの部分に形成される間隙には照明器具が取付けられているとともに、前記
隣接する冷暖房放射パネルの下降傾斜側の突合せの部分に形成される間隙には揺動風向片
を備えた空気噴出ダクトが設けられ、少なくとも冷房時に該空気噴出ダクトから噴出され
る調温調湿空気により冷暖房放射パネルの下降傾斜端部に集結する結露水を蒸発させるよ
うにしたことを特徴としている。
　この特徴によれば、放射冷暖房システムの冷房稼動時に、放射パネル隣接して設けられ
た間隙の所定箇所から調温調湿された空気を揺動風向片を介して噴出させることにより、
噴出された該空気が放射パネル表面に満遍なく供給されるため、放射パネル表面に付着し
た結露粒子が蒸発し、放射パネル表面での結露の増長を防止できるとともに、結露水が床
に落下し、敷物にシミができたり、結露水の溜まっている箇所にカビが発生するなどの不
衛生な室内環境をも防止でき、さらに、室内に発生する適度な気流によって冷涼感（そよ
ぎ）が増幅されるため、放射パネル表面温度を高めに設定でき、省エネを計ることができ
、コストダウンが期待できる。例えば、冷房時の室温を２６℃とし、前記放射パネル表面
の温度を１８℃とし、室温湿度を７０％以上にして強制的に該放射パネルに結露をさせる
実験を行なったところ、該放射パネル表面に結露を生じたが、該放射パネルに隣接して設
けられた前記間隙の前記所定箇所から温度２６℃、湿度５０％程度の調温調湿空気を噴出
させることによって、該放射パネルに付着した結露の増長が抑えられることを確認し、ま
た、適度な気流があることで快適性が向上することを確認した。
　又、放射冷暖房システムの暖房稼動時に、放射パネルに隣接して設けられた間隙の所定
箇所から調温調湿された空気を揺動風向片を介して噴出させることにより、噴出された該
空気が天井付近に滞留した暖気を攪拌するとともに、室内に適度な気流が確保されるため
、室内全体の均一な温度を短時間に保持することが可能になり、省エネを計ることができ
、コストダウンが期待できる。例えば、暖房時の室温を２２℃とし、前記放射パネル表面
の温度を３２℃として実験を行なったところ、該放射パネルに隣接して設けられた前記間
隙の前記所定箇所からの調温調湿空気の噴出がない場合は、足元と頭上との間で２℃以上
の温度差が生じ、足元の冷えを解消するために該パネル表面の温度を上昇させる必要が認
められたが、該所定箇所から温度２２℃、湿度５０％程度の調温調湿空気を噴出させた場
合は、部屋全体が２２℃の均一な状態になり、足元の冷えが存在しないことを確認した。
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　また、前記空気噴出ダクトから噴出された調温調湿空気が、放射パネル面の下降傾斜面
を伝って傾斜下端部に自動的に集結した結露水を集中的に蒸発させるので、効率的に放射
パネル表面の結露水の落下を防止できる。
　さらに、前記間隙部に向かって上昇傾斜するように配設された冷暖房放射パネルの傾斜
上端部が、照明器具の放射熱に暖められて、わずかな結露粒子の発生をも防止できる。
【００１５】
本発明の放射冷暖房システムは、前記揺動風向片は送風される風力を利用して回動可能に
なっていることが好ましい。
このようにすれば、送風される風力を利用しているので電気配線工事等を施す必要がなく
経済性に富み、省エネを計ることができるばかりでなく、揺動風向片の稼動を周期的に変
更することができるため、放射パネル表面への長時間におよぶ風量のかけ過ぎによる放射
パネル表面温度の降下時に発生する再結露を防止できる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、図１～図７は、本発明の一実施形態
を示すもので、図１は本発明の放射冷暖房システムの概略図、図２は一部を省略した図１
の拡大平面図、図３は本発明に係る空気噴出ダクトの断面図、図４は本発明に係る放射冷
暖房パネルの一部を破砕した平面図、図５は図４のＡ―Ａ拡大断面図、図６は本発明に係
る揺動風向片駆動装置の概略図、図７は本発明の放射冷暖房システムの別の実施例を示す
概略図、図８は従来の放射冷暖房システムの概略図である。
【００１９】
まず図１には本発明の実施例１としての放射冷暖房システム１を設置した室内の概略図が
示されており、放射冷暖房システム１は室内２の天井に後述する放射パネル３ａ、３ｂ、
３ｃと、この放射パネル３ａ、３ｂ、３ｃに内装されている一連の熱伝導率に優れた金属
製等のチューブ１１に連結された送水管４および放水管５と、冷水又は温水を製造する熱
交換器９と、送水管４とチューブ１１と放水管５と熱交換器９を介して水を循環させる循
環ポンプ１２と、放射パネル３ａ、３ｂ、３ｃとの間隙Ｋに形成された空気噴出ダクト６
ａ、６ｂと、空気排気ダクト８と、空気調和機１０から構成されている。該空気調和機１
０は、送風機１０ａによって空気排気ダクト８から室内排気を取り込み、同時に外気を取
り入れて、エアフィルタ１０ｄで除塵を行い、冷温水コイル１０ｃおよび加湿器１０ｂに
よって調温調湿を行い、前記空気噴出ダクト６ａ、６ｂを介して室内に調温調湿空気を供
給している。該冷温水コイル１０ｃには、熱源機器（開示せず）から例えば７℃程度の一
次冷水又は例えば４０℃程度の一次温水が供給され、加湿器１０ｂには加湿用の水又は蒸
気が供給されている。なお、本実施例１では、冷温水コイル１０ｃを使用しているが、冷
水コイルと温水コイルを個々に設置してもよい。
【００２０】
熱交換器９には、前記冷温水コイル１０ｃと同じく、前記熱源機器から一次冷水又は一次
温水が供給されている。循環ポンプ１２から供給された循環水と該一次冷水又は一次温水
が熱交換器９によって熱交換され、該循環水が冷房時には冷却されて例えば１５℃程度の
冷水として供給され、暖房時には、加熱されて例えば３５℃程度の温水として送水管４を
介して前記チューブ１１に供給される。
【００２１】
前記間隙Ｋには図２に示すように、この間隙Ｋに沿う長方形の開口を有する複数個の空気
噴出ダクト６ａが図３に示されているように設置されている。
【００２２】
供給された冷水、又は温水は放射パネル３ａ、３ｂ、３ｃ内の一連チューブ１１を通過す
る間に室内１と放射による熱交換を行い、放射による熱交換を行って温くなった冷水又は
冷めた温水は、循環ポンプ１２によって放水管５を介して熱交換器９へと送られ再び冷却
、又は加熱され、放射パネル３ａ、３ｂ、３ｃの一連チューブ１１へと還流される。
【００２３】
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図４、５に示すように、前記放射パネル３ａ、３ｂ、３ｃの個々の構造は、放射パネル表
板１９、冷水又は温水が注入される注入口１５、前述の温まった冷水又は冷めた温水を放
水する放水口１７、チューブ１１、断熱材１８及び放射パネル裏板１６とから構成されて
いる。前記チューブ１１の一端は前記注入口１５と他端は前記放水口１７に連通されてい
る。
【００２４】
図５には、図４のＡ―Ａの断面図が示されており、室内への冷房、暖房の放射効率を高め
るための熱伝導性に優れた金属製の放射パネル表板１９の上部近傍に一連のチューブ１１
が前記放射パネルの長手方向にＵ字型(図４参照)を繰り返すように多数並列に載置され、
上方よりグラスウール等の断熱材１８に被覆されている。
【００２５】
さらに、断熱材１８の上部には、金属製又は合成樹脂製等の放射パネル裏板１６が設けら
れており、一連のチューブ１１と断熱材１８とを放射パネル表板１９とで狭持するように
接着剤又はボルト等で固定されている。
【００２６】
上述のように構成された放射冷暖房システムは、冷房時に一連のチューブ１１に上記の方
法で供給された例えば１５℃程度の冷水によって、放射パネル表板１９が冷却されると放
射パネル表板１９と室内１との温度差で発生する結露粒子に対しては、図１に示すように
、放射パネル３ａ、３ｂ、３ｃ間隙Ｋに形成された空気噴出ダクト６ａ、６ｂから空気調
和機１０により外気を所定の温度及び湿度に調整された調温調湿空気が調温調湿空気送風
管７を介して噴出され、放射パネル３ａ、３ｂ、３ｃそれぞれの放射パネル表板１９（図
５参照）面の乾燥を促進できるため結露水を防止できる。
【００２７】
又、図３に示すように、本実施例１には、空気噴出ダクト６ａ、６ｂに金属製又は樹脂製
の揺動風向片２１が設けられており、この揺動風向片２１は、揺動風向片２１の上方の調
温調湿空気送風管７の所定位置に形成された揺動風向片駆動装置２２を介して、空気噴出
ダクト６ａ、６ｂに噴出される調温調湿空気の方向を周期的に変更するようになっている
。
【００２８】
図６に示す揺動風向片駆動装置２２について詳細に説明すると、調温調湿空気を利用する
軽金属又は合成樹脂製等の風力ロータ２３と、風力ロータ２３に取付けられている駆動シ
ャフト２４及び歯車装置２５と、クランクレバー３０及びクランクレバー３０に連結され
た回動自在の軸３１と、この軸３１に固定されている揺動風向片２１と、が設けられてい
る。
【００２９】
前記揺動風向片駆動装置２２は、図３に示すように、調温調湿空気送風管７内の空気噴出
ダクト６ａの上方近傍に設けられており、矢印３２方向への調温調湿空気の流れによって
回転する風力ロータ２３の回転力が図６で説明した駆動シャフト２４を介して歯車装置２
５に伝達され、該歯車装置２５によって回転数が所要の状態に制御される。
【００３０】
この制御された回転によりクランクレバー３０の一端は回転し、他端は揺動運動し、この
揺動運動は、所定の回転角３３の範囲内で、回動自在の軸３１に伝達されて周期的に揺動
風向片２１を回動させる。
【００３１】
この回転角３３の範囲での回動は、前記風力ロータ２３を通過した調温調湿空気の流れを
、空気噴出ダクト６ａから揺動風向片２１の回転角３３（図３参照）に影響させながら強
制的に誘導する。
【００３２】
例えば、前記調温調湿空気の流れは、図３に示すように、揺動風向片２１の先端部３４が
放射パネル３ａに最も近づいた箇所では、放射パネル３ａの放射パネル表板１９に誘導さ
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れ、揺動風向片２１の先端部３４が室内２の図示していない床面の方向に回動し続けると
少しづつ床面の方向に誘導される。
【００３３】
さらに、前記調温調湿空気の流れは、揺動風向片２１の先端部３４が放射パネル３ｂに最
も近づく箇所に達するまで回動し続けると、放射パネル３ｂの放射パネル表板１９に誘導
され、この回動が揺動風向片２１を所定の回転角３３の範囲で周期的に行われるため、放
射パネル表板１９の乾燥と、室内２の滞留した暖気の攪拌と、が可能になる。
【００３４】
このことにより、放射冷暖房システム１の冷房フル稼動時に極めて高い確率で発生する放
射パネル表板１９に付着した結露粒子は蒸発し、放射パネル表板１９での結露の増長を防
止でき、室内２に発生する適度な気流によって冷涼感（そよぎ）が増幅されるため、放射
パネル表板１９の温度を高めに設定でき、省エネを計ることができ、コストダウンが期待
できる。例えば、冷房時の室温を２６℃とし、前記放射パネル表面の温度を１８℃とし、
室温湿度を７０％以上にして強制的に該放射パネルに結露をさせる実験を行なったところ
、該放射パネル表面に結露を生じたが、該放射パネルに隣接して設けられた前記間隙の前
記所定箇所から温度２６℃、湿度５０％程度の調温調湿空気を噴出させることによって、
該放射パネルに付着した結露の増長が抑えられることを確認し、また、適度な気流がある
ことで快適性が向上することを確認した。
【００３５】
又、放射冷暖房システム１の暖房稼動時に、空気噴出ダクト６ａより噴出された前記調温
調湿空気の流れは、天井付近に滞留した暖気を攪拌するとともに、室内２に適度な気流が
確保されるため、室内全体の均一な温度を短時間に保持することが可能になり、省エネを
計ることができ、コストダウンが期待できる。例えば、暖房時の室温を２２℃とし、前記
放射パネル表面の温度を３２℃として実験を行なったところ、該放射パネルに隣接して設
けられた前記間隙の前記所定箇所からの調温調湿空気の噴出がない場合は、足元と頭上と
の間で２℃以上の温度差が生じ、足元の冷えを解消するために該パネル表面の温度を上昇
させる必要が認められたが、該所定箇所から温度２２℃、湿度５０％程度の調温調湿空気
を噴出させた場合は、部屋全体が２２℃の均一な状態になり、足元の冷えが存在しないこ
とを確認した。
【００３６】
さらに、揺動風向片２１による放射パネル表板１９への調温調湿空気の誘導は、広範囲な
乾燥面の確保を可能にし、より確実に結露を防止でき、揺動風向片２１による調温調湿空
気の床面への誘導は、室内２に適度な気流を確保することができるため、周期的に滞留し
た暖気は攪拌し、室内を均一な所定温度に保持することをより確実にする。
【００３７】
本実施例１には、図６の揺動風向片駆動装置が、図３に示した調温調湿空気送風管７内の
空気噴出ダクト６ａの上方近傍に設けられており、揺動風向片２１の作動を周期的に変更
できるため、放射パネル表板１９への長時間におよぶ風量のかけ過ぎによる放射パネル表
板１９の温度の降下時に発生する再結露を防止できるとともに、電力確保のための電気配
線工事等を施す必要がなく経済性に富み、調温調湿空気の流れを利用した風力ロータ２３
の回転力を使い、電力を使わないため、省エネルギーを計ることができる。
【００３８】
図７は、本実施例２の放射冷暖房システム１を設置した室内の概略図が示されており、放
射パネル等の構造及び、冷水又は温水の配管、空気噴出ダクトの構造、又は機能は本実施
例１で述べたのでこの実施例では省略する。
【００３９】
本実施例２の放射冷暖房システム１は、放射パネル４０ｂと放射パネル４０ｃとの間隙Ｋ
’、放射パネル４０ｄと放射パネル４０ｅと間隙Ｋ’が、それぞれ前記の間隙Ｋ’、Ｋ’

に向かって下降傾斜するように構成されており、放射パネル４０ａと放射パネル４０ｂと
間隙Ｋ’’、放射パネル４０ｃと放射パネル４０ｄと間隙Ｋ’’、放射パネル４０ｅと放
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射パネル４０ｆとの間隙Ｋ’’がそれぞれ前記間隙Ｋ’’、Ｋ’’、Ｋ’’に向かって上
昇傾斜する前記冷暖房放射パネルの両端は、照明器具が取付けられるように構成されてい
る。
【００４０】
空気噴出ダクト４１から噴出され、さらに、揺動風向片２１（図６参照）に誘導される調
温調湿空気は、放射パネル４０ｂと放射パネル４０ｃ、放射パネル４０ｄと放射パネル４
０ｅの各表面の下降傾斜を伝って冷暖房放射パネルの傾斜下端部に集結した結露水の蒸発
を促進し、放射パネル表面からの結露水の落下を防止できる。
【００４１】
又、間隙Ｋ’’に向かって上昇傾斜するように配設された冷暖房放射パネルの傾斜上端部
が、照明器具の放射熱に暖められて、わずかな結露粒子の発生をも防止できる。
【００４２】
以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限ら
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明
に含まれる。
【００４３】
例えば、チューブ１１が放射パネルの長手方向にＵ字型(図４参照)を繰り返すように多数
並列に載置されているが、例えば１本のチューブをＳ字型を繰り返すように載置するなど
、確実に効率よく放射冷暖房できるチューブ１１の配管であれば良く、断熱材１８の素材
はグラスウール等に限られるものでなく、チューブ１１の放射が、室内への効率よい放射
冷暖房に影響を及ぼさない材料であれば良い。
【００４４】
例えば、放射パネルは金属製を使用しているが、冷水、温水、調温調湿空気の配管等を支
えられる耐久性を備えていれば素材にこだわるものではない。又、実施例２の冷暖房放射
パネルの傾斜角度は、冷暖房放射パネルの傾斜下端部に結露水を集結でき、結露水の蒸発
の促進と、結露水の落下を防止できる範囲の傾きを維持できれば良く、天井面の見栄えが
保たれれば良い。
【００４５】
例えば、調温調湿空気の流れを利用した風力ロータ２３の回転力を使い、省エネを計った
が、別の動力によりコスト削減と省エネと静寂さが保持でき、揺動風向片を周期的に回動
できるものであれば良い。
【００４６】
【発明の効果】
本発明は以下の効果を奏する。
【００４７】
　（ａ）請求項１項の発明によれば、放射冷暖房システムの冷房稼動時に、放射パネル隣
接して設けられた間隙の所定箇所から調温調湿された空気を揺動風向片を介して噴出させ
ることにより、噴出された該空気が放射パネル表面に満遍なく供給されるため、放射パネ
ル表面に付着した結露粒子が蒸発し、放射パネル表面での結露の増長を防止できるととも
に、結露水が床に落下し、敷物にシミができたり、結露水の溜まっている箇所にカビが発
生するなどの不衛生な室内環境をも防止でき、さらに、室内に発生する適度な気流によっ
て冷涼感（そよぎ）が増幅されるため、放射パネル表面温度を高めに設定でき、省エネを
計ることができ、コストダウンが期待できる。例えば、冷房時の室温を２６℃とし、前記
放射パネル表面の温度を１８℃とし、室温湿度を７０％以上にして強制的に該放射パネル
に結露をさせる実験を行なったところ、該放射パネル表面に結露を生じたが、該放射パネ
ルに隣接して設けられた前記間隙の前記所定箇所から温度２６℃、湿度５０％程度の調温
調湿空気を噴出させることによって、該放射パネルに付着した結露の増長が抑えられるこ
とを確認し、また、適度な気流があることで快適性が向上することを確認した。
　又、放射冷暖房システムの暖房稼動時に、放射パネルに隣接して設けられた間隙の所定
箇所から調温調湿された空気を揺動風向片を介して噴出させることにより、噴出された該
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空気が天井付近に滞留した暖気を攪拌するとともに、室内に適度な気流が確保されるため
、室内全体の均一な温度を短時間に保持することが可能になり、省エネを計ることができ
、コストダウンが期待できる。例えば、暖房時の室温を２２℃とし、前記放射パネル表面
の温度を３２℃として実験を行なったところ、該放射パネルに隣接して設けられた前記間
隙の前記所定箇所からの調温調湿空気の噴出がない場合は、足元と頭上との間で２℃以上
の温度差が生じ、足元の冷えを解消するために該パネル表面の温度を上昇させる必要が認
められたが、該所定箇所から温度２２℃、湿度５０％程度の調温調湿空気を噴出させた場
合は、部屋全体が２２℃の均一な状態になり、足元の冷えが存在しないことを確認した。
　また、前記空気噴出ダクトから噴出された調温調湿空気が、放射パネル面の下降傾斜面
を伝って傾斜下端部に自動的に集結した結露水を集中的に蒸発させるので、効率的に放射
パネル表面の結露水の落下を防止できる。
　さらに、前記間隙部に向かって上昇傾斜するように配設された冷暖房放射パネルの傾斜
上端部が、照明器具の放射熱に暖められて、わずかな結露粒子の発生をも防止できる。
【００４８】
（ｂ）請求項２項の発明によれば、送風される風力を利用しているので電気配線工事等を
施す必要がなく経済性に富み、省エネを計ることができるばかりでなく、揺動風向片の稼
動を周期的に変更することができるため、放射パネル表面への長時間におよぶ風量のかけ
過ぎによる放射パネル表面温度の降下時に発生する再結露を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の放射冷暖房システムの概略図である。
【図２】一部を省略した図１の拡大平面図である。
【図３】本発明に係る空気噴出ダクトの実施例の断面図である。
【図４】本発明に係る放射冷暖房パネルの一部を破砕した平面図である。
【図５】図４のＡ―Ａ拡大断面図である。
【図６】本発明に係る揺動風向片駆動装置の概略図である。
【図７】本発明の放射冷暖房システムの別の実施例を示す概略図である。
【図８】従来の放射冷暖房システムの概略図である。
【符号の説明】
１　　　放射冷暖房システム
２　　　室内
３ａ　　放射パネル
３ｂ　　放射パネル
３ｃ　　放射パネル
４　　　送水管
５　　　放水管
６ａ　　空気噴出ダクト
６ｂ　　空気噴出ダクト
７　　　調温調湿空気送風管
８　　　空気排気ダクト
９　　　熱交換器
１０　　空気調和機
１０ａ　送風機
１０ｂ　加湿機
１０ｃ　冷温水コイル
１０ｄ　エアフィルタ
１１　　チューブ
１２　　循環ポンプ
１５　　注入口
１６　　放射パネル裏板
１７　　放水口
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１８　　断熱材
１９　　放射パネル表板
２１　　揺動風向片
２２　　揺動風向片駆動装置
２３　　風力ロータ
２４　　駆動シャフト
２５　　歯車装置
３０　　クランクレバー
３１　　軸
３２　　矢印
３３　　回転角
３４　　先端部
４０ａ　放射パネル
４０ｂ　放射パネル
４０ｃ　放射パネル
４０ｄ　放射パネル
４０ｅ　放射パネル
４０ｆ　放射パネル
４１　　空気噴出ダクト
Ｋ、Ｋ’、Ｋ’’　間隙

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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