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(57)【要約】
【課題】容易に空気流路を切り替え可能な風路切替ダン
パ付ファンコイルユニットおよび空気調和システムを提
供する。
【解決手段】３つの開口部を形成した筐体と、左右方向
に延出し筐体によって支持される回動軸と、回動軸によ
って回動可能に支持され３つの開口部をそれぞれ閉塞可
能な弁体と、を有する切替部とを備え、切替部は、弁体
の回動によって３つの開口部の開放と閉塞とを順次行い
、筐体内に空気の通り道である風路を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つの開口部を形成した筐体と、
　所定方向に延出し前記筐体によって支持される回動軸と、前記回動軸によって回動可能
に支持され前記３つの開口部をそれぞれ閉塞可能な弁体と、を有する切替部と、を備え、
　前記切替部は、前記弁体の回動によって前記３つの開口部の開放と閉塞とを順次行い、
前記筐体内に空気の通り道である風路を形成することを特徴とする風路切替ダンパ。
 
【請求項２】
　前記３つの開口部は、第１の開口部、第２の開口部及び第３の開口部によって構成され
、
　前記切替部は、前記弁体の回動によって前記風路を、前記第１の開口部を閉塞して形成
する風路と、前記第２の開口部を閉塞して形成する風路と、前記第３の開口部を閉塞して
形成する風路と、前記第１の開口部の少なくとも一部と前記第２の開口部の少なくとも一
部とを開放して形成する風路との、少なくとも４種に切り替え可能であることを特徴とす
る請求項１に記載の風路切替ダンパ。
 
【請求項３】
　前記切替部を回動させ、回動位置を制御する制御部をさらに備えることを特徴とする請
求項１または２に記載の風路切替ダンパ。
 
【請求項４】
　前記筐体は、それぞれが前記３つの開口部の１つを形成する３つの側面部を有する直方
体に形成され、
　前記弁体は、前記所定方向に延びる一対の端部を持つ平板状の部材と、それぞれが前記
回動軸と前記一対の端部の各々とを接続する２つの接続部材とをさらに有し、前記所定方
向視で三角形状をなす筒状に形成されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記
載の風路切替ダンパ。
 
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の風路切替ダンパと、
　前記３つの開口部のうち１つと対向する吸入口を形成し、前記吸入口から空気を吸入す
るファンと、前記ファンを駆動するモータと、吸入した空気と熱交換を行う熱交換コイル
とを収容するケーシングと、を備え、
　前記弁体を回動させることにより、空気の前記風路の切り替えを行うことを特徴とする
ファンコイルユニット。
 
【請求項６】
　前記ケーシングは、前記吸入口を上部に形成するとともに下部に排出口をさらに形成し
、
　空気を前記吸入口から吸入し、前記排出口から排出可能であることを特徴とする請求項
５に記載のファンコイルユニット。
 
【請求項７】
　前記ケーシングは、前記吸入口を下部に形成するとともに上部に排出口をさらに形成し
、
　空気を前記吸入口から吸入し、前記排出口から排出可能であることを特徴とする請求項
５に記載のファンコイルユニット。
 
【請求項８】
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　請求項５乃至７のいずれかに記載のファンコイルユニットを建物の外壁部に近接するペ
リメータ領域に配置し、
　前記３つの開口部は、外気につながる第１の開口部と、前記建物の室内に面した第２の
開口部と、前記吸入口に対向する第３の開口部とによって構成され、
前記第１の開口部を前記弁体が閉塞することによって前記室内の空気を調和する通常空調
モードと、前記第２の開口部を前記弁体が閉塞することによって前記外気を前記室内に取
り込む全外気運転モードと、前記第３の開口部を前記弁体が閉塞することによって前記室
内の空気を前記外気と換気する自然換気モードと、前記第１の開口部の少なくとも一部と
前記第２の開口部の少なくとも一部とを前記弁体が開放することによって前記外気及び前
記室内の空気を混合して前記室内に取り込む外気還気混合運転モードとの、少なくとも４
種の空調モードに切り替え可能であることを特徴とする空気調和システム。
 
【請求項９】
　前記室内の床下または床上の空間に調和空気を送出する空調機をさらに備え、
　前記外気と前記室内の空気との負荷条件に応じて前記空調機と前記ファンコイルユニッ
トとを使い分け、または併用することを特徴とする請求項８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、風路切替ダンパ、ファンコイルユニットおよび空気調和システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビルなどの冷暖房・換気を司る空調システムでは、建築物の断熱性、気密性が向
上する一方、ＯＡ機器類の増加などにより室内発熱量が増加し、冷却負荷が増大する傾向
にあり、また１年の内で冷房を必要とする期間も急伸している。
【０００３】
　この冷却負荷の増大に対して、チリングユニットなどの冷熱源機器の増強、運転期間の
延長などで対応した場合、そのままエネルギーの消費増大につながる。そこで、近年はエ
ネルギー消費抑制の為の様々な省エネルギーの方策が、建物の設計の段階から採り入れら
れている。
【０００４】
　例えば、水を熱媒体として使用する水方式空調設備においては、送水温度差を大きくし
て流量を減らす大温度差送水システムの採用や、負荷に応じてポンプの送水量を変える変
流量システムの採用で、ポンプによる搬送動力の低減を計る省エネルギー手法が採用され
ている。
【０００５】
　また、熱源機器、受電設備の大形化を防ぐ為に、蓄熱式システムを併用してエネルギー
消費量の平準化を図ったり、外気と室内空気とのエンタルピ差に応じて、外気を適切に室
内に取り入れることにより室内負荷を処理する外気冷房などの方法が採られてきた。
【０００６】
　これらの手法の中では、室内外の空気のエンタルピ差に応じて、室内への外気の取入れ
を行うことが、外気の持つエネルギーをシンプルに有効利用する手段の一つとして、採用
されている。
【０００７】
　室内への外気の取入れを行うに際して、例えば機械室や、屋上に設置した大形のセント
ラル式空気調和機により外気を取り入れ、送風機により各居住域へダクトを通して送風す
る手段を採った場合、運転中は常に送風動力を消費することになり、また、建物内の一部
の空間を使用するダクトスペースなども必要になる。
【０００８】
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　そこで、外気に接した壁を持つ居住域に、室内循環、外気取入れ、自然換気の機能を持
つ小形の空気調和器を設置し、この空気調和器により外気のエンタルピ、温度、湿度、降
雨状況や、室内空気のエンタルピ、温度、湿度など、更に部屋用途に応じた運転時間、夜
間の無人状態に於ける熱気の除去など、様々な状況に応じた切替運転を行う方法が考えら
れた。
【０００９】
　特に、居住域において直接外気の取入れが出来れば、前述のセントラル式空気調和機を
使用する場合の様な長いダクト経路も不要で、送風動力も必要なく、また熱ロスもほとん
どないなど、エネルギー有効利用の観点から、システムとしての優位性が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第３５３０５９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前述のような、様々な状況に最適化した運転状況を造り出すことが出来、かつ、外気に
接する壁面に設置することができる小形の空気調和器を用いることを考えた場合、外気側
、室内側及び壁貫通部などに複数のダンパを設置し、室内循環、外気取入れ、自然換気な
どを、それぞれのダンパの切り換えで対応する方法が考えられる。
【００１２】
　例えば、特許文献１に記載されている三方ダンパは、空気の流入口及び２方向の吐出口
を有する本体と、本体内部に配置された、吐出口の切り替えが可能な弁とを備えている。
【００１３】
　しかし、外気に接した壁の窓下という、ペリメータの限られたスペースに従来の複数の
電動式ダンパを設けて、風路の切替えを行うのは、設置スペースと、制御の複雑さ、それ
らに伴うコスト増、維持管理の手間など、費用対効果を考えると、設備の設計者をしてそ
の採用をためらわせるものであった。また、空気流路を切り替える場合には、切り替えの
ために複雑な操作が必要であった。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本願発明の目的は、まず、エネルギー消費量の削減と室内快適性の向上の両立を計った
、床吹き出し空調による居住域空調方式、吹き出し口風量制御によるタスクアンビエント
空調と、このような空調システムに適した風路切替ダンパ付きの床吹き出し形空調器であ
るファンコイルユニットを使用し、シンプルでエネルギー消費効率に優れた空調システム
を提供することにある。
【００１５】
　また、他の目的は、前記風路切替ダンパを組み合わせて運転可能な床吹き出し形空調器
であるファンコイルユニットを提供することにある。
【００１６】
　また、１台のアクチュエータ、１枚のダンパプレートというシンプルな構成で通常空調
、全外気運転、自然換気、外気還気混合運転モードの４通りに風路の切替が可能で、前述
の空調システムに使用可能な風路切替ダンパを提供することにある。
【００１７】
　また、他の目的は、床若しくは床付近の窓下壁面などに設置する空調器とすることによ
り、天井若しくは天井裏空間には設備機器を吊り下げる必要がなく、建物が想定以上の強
烈な地震動を受ける様な災害の場合でも、居住域に於ける天井からの機器の落下というよ
うな状況を避けることが出来る安全な空調システムを提供することにある。
【００１８】
　上記を踏まえ、本発明は、容易に空気流路を切り替え可能な風路切替ダンパ、風路切替
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ダンパ付ファンコイルユニットおよび空気調和システムを提供することを目的とする。
【００１９】
　本発明の一形態によれば、３つの開口部を形成した筐体と、所定方向に延出し前記筐体
によって支持される回動軸と、前記回動軸によって回動可能に支持され前記３つの開口部
をそれぞれ閉塞可能な弁体と、を有する切替部と、を備え、前記切替部は、前記弁体の回
動によって前記３つの開口部の開放と閉塞とを順次行い、前記筐体内に空気の通り道であ
る風路を形成する風路切替ダンパを提供する。
【００２０】
　前記３つの開口部は、第１の開口部、第２の開口部及び第３の開口部によって構成され
、前記切替部は、前記弁体の回動によって前記風路を、前記第１の開口部を閉塞して形成
する風路と、前記第２の開口部を閉塞して形成する風路と、前記第３の開口部を閉塞して
形成する風路と、前記第１の開口部の少なくとも一部と前記第２の開口部の少なくとも一
部とを開放して形成する風路との、少なくとも４種に切り替え可能であることが好ましい
。
【００２１】
　前記切替部を回動させ、回動位置を制御する制御部をさらに備えることが好ましい。
【００２２】
　前記筐体は、それぞれが前記３つの開口部の１つを形成する３つの側面部を有する直方
体に形成され、前記弁体は、前記所定方向に延びる一対の端部を持つ平板状部材と、それ
ぞれが前記回動軸と前記一対の端部の各々とを接続する２つの接続部材とをさらに有し、
前記所定方向視で三角形状をなす筒状に形成されることが好ましい。
【００２３】
　上記風路切替ダンパと、前記３つの開口部のうち１つと対向する吸入口を形成し、前記
吸入口から空気を吸入するファンと、前記ファンを駆動するモータと、吸入した空気と熱
交換を行う熱交換コイルとを収容するケーシングと、を備え、前記弁体を回動させること
により空気の前記風路の切り替えを行うファンコイルユニットであることが好ましい。
【００２４】
　前記ケーシングは、前記吸入口を上部に形成するとともに下部に排出口をさらに形成し
、空気を前記吸入口から吸入し、前記排出口から排出可能に構成されるファンコイルユニ
ットであることが好ましい。
【００２５】
　前記ケーシングは、前記吸入口を下部に形成するとともに上部に排出口をさらに形成し
、空気を前記吸入口から吸入し、前記排出口から排出可能に構成されるファンコイルユニ
ットであることが好ましい。
【００２６】
　上記ファンコイルユニットを建物の外壁部に近接するペリメータ領域に配置し、前記３
つの開口部は、外気につながる第１の開口部と、前記建物の室内に面した第２の開口部と
、前記吸入口に対向する第３の開口部とによって構成され、前記第１の開口部を前記弁体
が閉塞することによって前記室内の空気を調和する通常空調モードと、前記第２の開口部
を前記弁体が閉塞することによって前記外気を前記室内に取り込む全外気運転モードと、
前記第３の開口部を前記弁体が閉塞することによって前記室内の空気を前記外気と換気す
る自然換気モードと、前記第１の開口部の少なくとも一部と前記第２の開口部の少なくと
も一部とを前記弁体が開放することによって前記外気及び前記室内の空気を混合して前記
室内に取り込む外気還気混合運転モードとの、少なくとも４種の空調モードに切り替え可
能である空気調和システムであることが好ましい。
【００２７】
　前記室内の床下または床上の空間に調和空気を送出する空調機と、をさらに備え、前記
外気と前記室内の空気との負荷条件に応じて前記空調機と前記ファンコイルユニットとを
使い分け、または併用する空気調和システムであることが好ましい。
【発明の効果】
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【００２８】
　上記構成によれば、容易に空気流路を切り替え可能な風路切替ダンパ、風路切替ダンパ
付ファンコイルユニットおよび空気調和システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットを用いた床吹出し空調システムを示す概要図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットを実際に建物に設置したときの状態を示す透視図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットを実際に建物に設置したときの状態を室外側から見た透視図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットを実際に建物に設置したときの状態を室外側から見た外観図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットを実際に建物に設置したときの状態を示す外観図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットを、正面から見た内部構造を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットの内部構造を示す、略正面側から見た斜視図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットの内部構造を示す、略裏面側から見た斜視図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユニ
ットの設置断面図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパの外観を示す斜視図である
。
【図１１】図１０のＺ－Ｚ線による断面図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパの羽根の外観を示す斜視図
である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパの羽根の側面を拡大して示
す図である。
【図１４】図１０のＡ方向矢視図である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパの動作を示す図であって、
（ａ）は自然換気モード、（ｂ）は全外気運転モード、（ｃ）は外気還気混合運転モード
、（ｄ）は通常空調モードを示している。また、（ｅ）は外気還気混合運転モードにおい
て、羽根の回動姿勢を制御することによって、混合気が任意の混合比率に調整可能である
ことを示している。
【図１６】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、自然換気モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流れを示す
断面図である。
【図１７】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、全外気運転モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流れを示
す断面図である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、外気還気混合運転モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流
れを示す断面図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、通常空調モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流れを示す
断面図である。
【図２０】本発明の第２の実施の形態にかかる風路切替ダンパの動作を示す図であって、
（ａ）は自然換気モード、（ｂ）は全外気運転モード、（ｃ）は外気還気混合運転モード
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、（ｄ）は通常空調モードを示している。また、（ｅ）は外気還気混合運転モードにおい
て、羽根の回動姿勢を制御することによって、混合気が任意の混合比率に調整可能である
ことを示している。
【図２１】本発明の第２の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットの、設置状態での断面図である。
【図２２】本発明の第２の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、自然換気モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流れを示す
断面図である。
【図２３】本発明の第２の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、全外気運転モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流れを示
す断面図である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、外気還気混合運転モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流
れを示す断面図である。
【図２５】本発明の第２の実施の形態にかかる風路切替ダンパを組込んだファンコイルユ
ニットにおいて、通常空調モードに風路切替ダンパを切り替えた場合の空気の流れを示す
断面図である。
【図２６】本発明の第３の実施の形態にかかる風路切替ダンパを下部に組込んだファンコ
イルユニットを用いた空調システムを示す概要図である。
【図２７】本発明の第３の実施の形態にかかる風路切替ダンパを下部に組込んだファンコ
イルユニットにおいて、吹出口を上部に設けた例を示す図である。
【図２８】本発明の第３の実施の形態にかかる風路切替ダンパを下部に組込んだファンコ
イルユニットにおいて、吹出口を前部に設けた例を示す図である。
【図２９】従来技術に係るダンパの使用例を（ａ）図及び（ｂ）図に示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　＜第１の実施の形態＞
  １　空気調和システム
  以下、本発明の第１の実施の形態による風路切替ダンパ１と、これを用いたファンコイ
ルユニット１０および空気調和システム１００について図１乃至１９に基づき説明する。
なお、風路切替ダンパ１及びファンコイルユニット１０の方向については、図中に記載の
矢印で示すように方向を定義し、説明を行うものとする。また、これらを構成する部品等
の方向についても、図中の方向に基づいて定義し、説明を行う。
【００３１】
　本発明の第１の実施の形態による、風路切替ダンパ１と、これを用いた床吹出し型のフ
ァンコイルユニット１０及び空気調和システム１００の概要を、図１を用いて説明する。
【００３２】
　空気調和システム１００は、床吹出し空調による居住域空調方式、吹出し口風量制御に
よるタスクアンビエント空調を使用する。また、このような空調システムに適した風路切
替え式電動ダンパ付きの床吹出し型空調器を使用する。
【００３３】
　具体的には、図１に示すように、空気調和システム１００は、外壁から離れた室内側領
域であるインテリア領域に設けられた床吹出し型空調機１１０と、室内の外壁近傍領域で
あるペリメータ領域に設置されたファンコイルユニット１０とを備える。空気調和システ
ム１００は、さらに、外気処理空調機１１１と室内の二酸化炭素濃度を検出する二酸化炭
素センサ１０７などのセンサ類と、室内の空気を排気ＥＡとして排出する排気口１０８、
１０９と、空調を制御する不図示の制御部とを備える。また、室内に取入れた外気量に見
合う量の排気ＥＡが排気口１０８を通して屋外に排出される。なお、本実施の形態では、
排気口１０８を通して室内の空気を屋外に排出するが、建物のシャフトに設けたエコボイ
ドを通して室内の空気を屋外に排出するように構成することも可能である。



(8) JP 2018-123999 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

【００３４】
　ファンコイルユニット１０は、図１に示すように、床吹出し空気調和システム１００に
おいて、外気ＯＡと接する外壁１０４近傍のペリメータ領域に設けられる。ファンコイル
ユニット１０は、屋外からの外気ＯＡと室内からの還気ＲＡとを取入れ、フロアボード１
０２の下方に形成されたアンダフロア空間１０３に給気ＳＡとして供給するために用いら
れる。
【００３５】
　ファンコイルユニット１０及び床吹出し型空調機１１０によってアンダフロア空間１０
３に供給された給気ＳＡは、フロアボード１０２に設けられた固定型の吹出口１０６及び
可変風量型の吹出口１１３を介して、室内に供給される。言い換えると、床吹出し型空調
機１１０は、床下の空間（アンダフロア空間１０３）に調和空気を送出するように構成さ
れている。また、インテリア領域側の排気は、排気口１０８、１０９を介して行われる。
【００３６】
　空気調和システム１００においては、二酸化炭素センサ１０７等の各種センサと不図示
の制御部とを用いて最適な空気調和のモードが判断され、切り替えられる。詳細には、フ
ァンコイルユニット１０及び床吹出し型空調機１１０の併用及び単体運転の区別、さらに
空調モードの区別が、外気のエンタルピ、温度、湿度、降雨状況や、室内空気のエンタル
ピ、温度、湿度、二酸化炭素濃度など、更に部屋用途に応じた運転時間、夜間の無人状態
に於ける熱気の除去など、様々な状況に応じて切り替えられる。例えば、二酸化炭素セン
サ１０７により室内空気の濃度を検出し、床吹出し型空調機１１０により外気取入れ量を
制御する。これにより、室内の二酸化炭素濃度が一定値以下になるようにすることが可能
である。また、本実施の形態にかかる空気調和システム１００においては、アンダフロア
空間１０３を給気経路として固定型のの吹出口１０６及び可変風量型の吹出口１１３から
給気ＳＡを室内に吹き出すため、在室者の配置に合わせた空調を行うことが可能である。
【００３７】
　２　ファンコイルユニット
  ファンコイルユニット１０は、図２乃至５に示すように、建物の外壁１０４とペリカウ
ンタ１０５の前板及び上板とによって前後及び上部を覆われ、外部からは見えないように
配置される。詳細には、ペリカウンタ１０５の前板はファンコイルユニット１０の前部を
覆い、ペリカウンタ１０５の上板はファンコイルユニット１０の上部を覆い、外壁１０４
はファンコイルユニット１０の後部を覆う。外壁１０４とペリカウンタ１０５とには、外
気ＯＡに面した空気取入グリル１０４Ａと室内に面した空気取入グリル１０５Ａとが其々
形成され、これらの開口を通じてファンコイルユニット１０への空気の取込が可能である
。
【００３８】
　ファンコイルユニット１０は、略直方体形状で上部に上部開口１１が形成されたケーシ
ング１０Ａを備え、ケーシング１０Ａの上方に風路切替ダンパ１を備える。ファンコイル
ユニット１０は、図２、図６乃至８に示すように、床スラブ１０１の上面に設置される。
また、ケーシング１０Ａの下部は、フロアボード１０２の下方に配置される。ケーシング
１０Ａの下部は、左右方向に延びるように開口された吹出口１６を形成する。吹出口１６
は、アンダフロア空間１０３に向けて配置される。ファンコイルユニット１０は、ケーシ
ング１０Ａの内部に、空気をろ過するエアフィルタ１２、送風機１３、電動機１３Ａ及び
熱交換コイル１４を主に備える。
【００３９】
　送風機１３は、エアフィルタ１２の下方において、ケーシング１０Ａの右側と左側の２
箇所に配置される。２つの送風機１３はともにシロッコファンであり、電動機１３Ａに回
転軸を介して接続され、駆動される。送風機１３は、ケーシング１０Ａの上部開口１１及
びエアフィルタ１２を介して風路切替ダンパ１から空気の取込を行い、下方へ空気を吹き
出す機能を備える。言い換えると、ケーシング１０Ａは、上部開口１１を上部に形成する
とともに下部に吹出口１６をさらに形成し、ファンコイルユニット１０は、空気を上部か
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ら吸入し下部の吹出口１６から排出するように構成される。
【００４０】
　熱交換コイル１４は、送風機１３の下方に配置される。熱交換コイル１４は、コイル状
に巻かれた配管によって構成される。運転時の熱交換コイル１４には、配管接続口１４ａ
、１４ｂを介して、外部から冷水、あるいは温水が供給され、熱交換コイル１４の外表面
に接触した空気との熱交換が行われる。また、熱交換コイル１４に接続される配管に設け
られた電動制御弁により、熱交換コイル１４に供給される冷温水に対する適切な流量制御
が行われることにより、熱交換が行われた空気が所定の給気温度を得られるように構成さ
れる。これにより、ファンコイルユニット１０は、ペリメータ領域の冷房負荷、暖房負荷
に対応することが可能である。
【００４１】
　ファンコイルユニット１０は、図９に示すように、電動機１３Ａによって駆動された送
風機１３によって、空気をケーシング１０Ａの内部に取り込むことができる。風路切替ダ
ンパ１を通った空気は、エアフィルタ１２を介してケーシング１０Ａの内部に取り込まれ
、熱交換コイル１４と熱交換が行われた後、吹出口１６を介して給気ＳＡとしてアンダフ
ロア空間１０３へ吹き出される。風路切替ダンパ１は、ファンコイルユニット１０に供給
される空気の経路である風路を切り替えることが可能である。以下に詳述する。
【００４２】
　３　風路切替ダンパ
  風路切替ダンパ１を、図１０乃至１９を用いて説明する。風路切替ダンパ１は、左右に
長辺を配置した略直方体形状を有し、筐体２と、羽根３と、制御部４とを主に備える。
【００４３】
　筐体２は、図１０及び１１に示すように、左右方向に延出する４本の横枠２Ａ、２Ｂ、
２Ｃ、２Ｄと、これを支持する略直方体形状の連結枠２１にて構成される。連結枠２１は
、その左右の側面を構成する左側板２６及び右側板２７を備え、後側面及び上下側面には
開口部２２、２３、２４を形成する。左側板２６には、羽根３を回転可能に支持する軸受
２５が設置される。また、筐体２には、連結枠２１の前部を閉塞し、覆うように塞ぎ板２
８が固定される。
【００４４】
　なお、開口部２２は、図８及び９に示すように、ファンコイルユニット１０の後部に配
置され、空気取入グリル１０４Ａを介して外気ＯＡと連通する。開口部２３は、ファンコ
イルユニット１０の上部に配置され、空気取入グリル１０５Ａを介して室内の空気と連通
する。開口部２４は、ファンコイルユニット１０の下部に配置され、上部開口１１と対向
する。そのため、筐体２の内部とケーシング１０Ａの内部とは、上部開口１１と開口部２
４とを介して連通可能である。
【００４５】
　羽根３は、図１１乃至１３に示すように、左右方向に延出する回動軸３６と、回動軸３
６に固定された４つの羽根枠板３１、３２、３３、３４とを主に備える。羽根枠板３１、
３２、３３は本発明の弁体に相当し、以下の説明において適宜「弁体」と総称する。
【００４６】
　回動軸３６は、左右方向に延びる軸を有する棒状の部材であり、軸受２５を介して左端
部を左側板２６に支持される。また右端部は、右側板２７によってそれぞれ回転可能に支
持されるとともに、制御部４に接続する。言い換えると、回動軸３６は、筐体２に回転可
能に支持されている。なお、左右方向は、本発明における「所定方向」の一例である。
【００４７】
　回動軸３６の周囲には、板状の羽根枠板３４が連結され、さらに羽根枠板３４には羽根
枠板３１及び羽根枠板３２の端部がネジによって締結される。羽根枠板３１及び羽根枠板
３２は、共に左右方向にその長辺が延出する板状の部材である。羽根枠板３１及び羽根枠
板３２は、回動軸３６を中心に、左右方向視において互いに略９０度の角度を成すように
連結されている。
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【００４８】
　羽根枠板３３は、左右方向に長辺を有する板状の部材であり、断面視における両端に回
動軸３６の径方向に延出し左右方向に延びる一対の端部３３Ａ、３３Ｂを有している。回
動軸３６の径方向において、端部３３Ａは羽根枠板３１の外端に固定され、端部３３Ｂは
羽根枠板３２の外端に固定されている。言い換えると、端部３３Ａ、３３Ｂは、回動軸３
６に羽根枠板３１、３２を介して接続されている。羽根枠板３１、羽根枠板３２、羽根枠
板３３（弁体）は、左右方向視略三角形状に形成された筒状に構成され、回動軸３６を中
心として一体に回動可能である。一体に回動することにより、弁体は、開口部２２、２３
、２４を順次閉塞し、筐体２内に空気の通り道である風路を形成することができる。なお
、弁体及び回動軸３６は、本発明における「切替部」の一例である。
【００４９】
　端部３３Ａ、３３Ｂには、ガラスクロスパッキンにより形成されるガスケット３５が、
リベット止めにより装着される。ガスケット３５は、図１１及び１３に示すように、回動
軸３６の径方向外方に突出するように配置され、羽根３の回動位置によっては、その外端
部が横枠２Ａ乃至２Ｄに接触可能である。ガスケット３５の外端部が横枠２Ａ乃至２Ｄに
接触することにより、筐体２に設けられた開口部２２、２３、２４は、羽根３または弁体
によって高い気密性をもって閉塞される。
【００５０】
　制御部４は、図１０及び図１４に示すように、筐体２の右方に配置される。制御部４は
、回動軸３６に回動するための動力を伝達するギヤボックス４１と、羽根３を駆動するア
クチュエータ４２とを主に備える。
【００５１】
　ギヤボックス４１は、駆動ギヤ４１Ａと、駆動ギヤ４１Ａに噛合する従動ギヤ４１Ｂと
を備える。駆動ギヤ４１Ａは、アクチュエータ４２によって回転駆動され、従動ギヤ４１
Ｂに動力を伝達する。従動ギヤ４１Ｂは、回動軸３６の右端部に固定されており、そのた
め、回転駆動力を回動軸３６に伝達することが可能である。なお、アクチュエータは、電
動式とすることも、空気を動力とする方式を採用することも可能である。
【００５２】
　アクチュエータ４２は、ギヤボックス４１を介して、羽根３を側面視時計回りまたは反
時計回りに駆動し、回動の姿勢または角度を制御する。
【００５３】
　羽根３の回動姿勢と形成される風路との関係を、図１５（ａ）乃至（ｅ）と、図１６乃
至１９に示す。
【００５４】
　図１５（ａ）及び図１６に示すように、羽根３が下方に回動し、開口部２４を閉塞する
ように配置された場合、開口部２２及び開口部２３を介して外気ＯＡと室内の空気が連通
する。そのため、ファンコイルユニット１０または空調システムの空調モードを、室内の
空気と外気ＯＡとを自然換気する、自然換気モードとすることができる。このとき、送風
機１３及び熱交換コイル１４は、運転を停止している（図１６）。また、このとき空気取
入グリル１０５Ａを介して、室内に給気ＳＡが供給される。
【００５５】
　図１５（ｂ）及び図１７に示すように、羽根３が上方に回動し、開口部２３を閉塞する
ように配置された場合、開口部２２を介して外気ＯＡとケーシング１０Ａの内部とが連通
する。そのため、ファンコイルユニット１０または空調システムの空調モードを、外気Ｏ
Ａのみを室内に取り込む、全外気運転モードとすることができる。この場合、外気ＯＡは
、送風機１３によってケーシング１０Ａの内部に取り込まれる。取り込まれた外気ＯＡは
、熱交換の必要がある場合、ケーシング１０Ａの内部に配置された熱交換コイル１４によ
って加熱または冷却される。その後、吹出口１６を介して、アンダフロア空間１０３に給
気ＳＡとして供給される。
【００５６】
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　図１５（ｃ）及び図１８に示すように、羽根３が開口部２３の一部と開口部２２の一部
とを開放するように配置された場合、開口部２２を介して外気がケーシング１０Ａの内部
が連通し、開口部２３を介して室内の空気がケーシング１０Ａの内部と連通する。このた
め、ファンコイルユニット１０または空調システムの空調モードを、外気ＯＡと室内の空
気（還気ＲＡ）を混合して室内に取り込む、外気還気混合運転モードとすることができる
。この場合、外気ＯＡと還気ＲＡとは、送風機１３によってケーシング１０Ａの内部に取
り込まれる。その後混合気は、吹出口１６を介して、アンダフロア空間１０３に給気ＳＡ
として供給される。
【００５７】
　また、外気ＯＡと還気ＲＡとの混合気の調整は、図１５（ｅ）に示すように、羽根３の
回動姿勢を制御することによって、任意の混合比率に調整することも可能である。この場
合に、外気ＯＡと還気ＲＡは、開口部２３と開口部２２とに形成された開放部分の大きさ
の比率に応じて混合される。
【００５８】
　なお、第１の実施の形態においては、羽根３の回動姿勢が変化しても、開口部２３と開
口部２２の開放部分の面積和は一定に保たれる。すなわち、開口部２３の開放された部分
の面積が１００％から０％に順次減少する場合、それに応じて開口部２２の開放部分面積
は０％から１００％に順次増加し、面積和が一定に保たれる。このように、外気ＯＡと還
気ＲＡとの混合比率は、羽根３の回動角度に対応するため、その調整が容易である。
【００５９】
　図１５（ｄ）及び図１９に示すように、羽根３が後方に回動し、開口部２２を閉塞する
ように配置された場合、開口部２３を介して室内の空気（還気ＲＡ）とケーシング１０Ａ
の内部とが連通する。そのため、ファンコイルユニット１０または空調システムの空調モ
ードを、還気ＲＡを室内に取り込む、通常空調モードとすることができる。取り込まれた
還気ＲＡは、ケーシング１０Ａの内部に配置された熱交換コイル１４によって加熱または
冷却され、吹出口１６を介してアンダフロア空間１０３に給気ＳＡとして供給される。
【００６０】
　上述のように風路切替ダンパ１は、簡易で故障の少ない構成であるため、動作が確実で
、耐久性に優れている。これにより、自然エネルギーの有効利用と、換気という省エネル
ギー性に優れ、且つ、耐久性、維持管理性にも優れた空調装置及び空調システムを提供す
ることが可能となる。
【００６１】
　以上、本発明を第１の実施形態に基づいて説明したが、本発明は実施形態に限定される
ものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変更が可能である。
【００６２】
　＜第２の実施の形態＞
  第２の実施の形態による風路切替ダンパ１Ａ及びファンコイルユニット２０を、図２０
乃至２５を用いて説明する。なお、第１の実施の形態における構成や要素と同一の構成や
要素には同じ参照番号を付して説明を省略し、主に相違する構成や要素について説明する
。
【００６３】
　第１の実施の形態において、風路切替ダンパ１及びファンコイルユニット１０は、上方
に向けて配置された開口部２３を介して室内の空気と連通していたが、本発明は、これに
限定されない。第２の実施の形態においては、図２０及び２１に示すように、風路切替ダ
ンパ１Ａは、前方に向けて開口部２３Ａを設け、ペリカウンタ１１５の前板に設けられた
空気取入グリル１１５Ａを介して室内の空気と連通するように構成される。詳細には、フ
ァンコイルユニット２０は、上部側面を覆うように塞ぎ板２８Ａを備える。ファンコイル
ユニット２０を採用した場合、ペリカウンタ１１５上部に開口部がないことにより、上方
からペリカウンタ１１５内への物の落下を防止することが可能となる。
【００６４】
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　このような構成であっても、風路切替ダンパ１Ａと、これを用いるファンコイルユニッ
ト２０及び空気調和システムは、全外気運転モード、外気還気混合運転モード、自然換気
モード、通常空調モードとに対応することが可能である。
【００６５】
　具体的には、図２０（ａ）及び図２２に示すように、羽根３を下方に回動させ、開口部
２４を閉塞するように配置された場合、開口部２２及び開口部２３Ａを介して外気ＯＡと
室内の空気が連通する。そのため、空調モードを、室内の空気と外気ＯＡとを自然換気す
る、自然換気モードとすることができる。このとき、送風機１３及び熱交換コイル１４は
、運転を停止している（図２２）。また、本実施の形態においては、図２２に示すように
、開口部２２及び開口部２３Ａが上下方向において略同位置に位置するため、空気の流れ
が直線状でスムースになる。また、このとき空気取入グリル１１５Ａを介して、室内に給
気ＳＡが供給される。
【００６６】
　また、図２０（ｂ）及び図２３に示すように、羽根３を前方に回動させて開口部２３Ａ
を閉塞した場合、開口部２２を介して外気ＯＡとケーシング１０Ａの内部とが連通する。
そのため、ファンコイルユニット２０または空気調和システムの空調モードを、外気ＯＡ
のみを室内に取り込む、全外気運転モードとすることができる。この場合、外気ＯＡは、
送風機１３によってケーシング１０Ａの内部に取り込まれる。取り込まれた外気ＯＡは、
熱交換の必要がある場合、ケーシング１０Ａの内部に配置された熱交換コイル１４によっ
て加熱または冷却され、吹出口１６を介してアンダフロア空間１０３に給気ＳＡとして供
給される。
【００６７】
　図２０（ｃ）及び図２４に示すように、羽根３が開口部２３Ａと開口部２２の一部とを
開放するように配置された場合、開口部２２を介して外気がケーシング１０Ａの内部が連
通し、開口部２３Ａを介して室内の空気がケーシング１０Ａの内部と連通する。このため
、ファンコイルユニット２０または空気調和システムの空調モードを、外気ＯＡと室内の
空気（還気ＲＡ）を混合して室内に取り込む、外気還気混合運転モードとすることができ
る。この場合、外気ＯＡと還気ＲＡとは、送風機１３によってケーシング１０Ａの内部に
取り込まれる。取り込まれた外気ＯＡと還気ＲＡとの混合気は、吹出口１６を介してアン
ダフロア空間１０３に給気ＳＡとして供給される。
【００６８】
　また、外気ＯＡと還気ＲＡとの混合気は、図２０（ｅ）に示すように、羽根３の回動姿
勢を制御することによって、任意の混合比率に調整することも可能である。外気ＯＡと還
気ＲＡは、開口部２３Ａと開口部２２とにそれぞれ形成された開放部分の大きさの比率に
応じて混合される。
【００６９】
　図２０（ｄ）及び図２５に示すように、羽根３が後方に回動し、開口部２２を閉塞する
ように配置された場合、開口部２３を介して室内の空気（還気ＲＡ）とケーシング１０Ａ
の内部とが連通する。そのため、ファンコイルユニット２０または空気調和システムの空
調モードを、還気ＲＡを室内に取り込む、通常空調モードとすることができる。取り込ま
れた還気ＲＡは、ケーシング１０Ａの内部に配置された熱交換コイル１４によって加熱ま
たは冷却され、吹出口１６を介してアンダフロア空間１０３に給気ＳＡとして供給される
。
【００７０】
　上述のように風路切替ダンパ１Ａは、簡易で故障の少ない構成であるため、動作が確実
で、耐久性に優れている。これにより、自然エネルギーの有効利用と、換気という省エネ
ルギー性に優れ、且つ、耐久性、維持管理性にも優れた空調装置及び空調システムを提供
することが可能となる。
【００７１】
　＜第３の実施の形態＞
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  第３の実施の形態による空気調和システム２００を、図２６乃至２８を用いて説明する
。第１の実施の形態において、空気調和システム１００は、床吹出し型の空気調和システ
ムであった。しかし、本発明は、その形式に限定されない。以下に示すように、天井吹出
し型の空気調和システム２００としても実施することが可能である。なお、上記各実施の
形態における構成や要素と同一の構成や要素には同じ参照番号を付して説明を省略し、主
に相違する構成や要素について説明する。
【００７２】
　具体的には、図２６に示すように、空気調和システム２００は、インテリア領域に設け
られた天井吹出し型空調機２１０と、ペリメータ領域に設置された、天井吹出し型のファ
ンコイルユニット３０とを備える。空気調和システム２００は、第１の実施形態による空
気調和システム１００と同様、室内の二酸化炭素濃度を検出する二酸化炭素センサ１０７
などのセンサ類と、室内の空気を排気ＥＡとして排出する排気口１０８、１０９と、空調
を制御する不図示の制御部とを備える。
【００７３】
　天井吹出し型空調機２１０は、天井のスペースを介して給気ＳＡを室内に供給する。言
い換えると、天井吹出し型空調機２１０は、床上の空間に調和空気を送出するように構成
されている。また、ファンコイルユニット３０は、天井へ向けて給気ＳＡを吹き出すよう
に構成される。
【００７４】
　ファンコイルユニット３０は、図２６に示すように、天井吹出し型の空気調和システム
２００においてペリメータ領域に設けられ、屋外からの外気ＯＡと室内からの還気ＲＡと
を取入れ、室内に給気ＳＡとして供給するために用いられる。
【００７５】
　空気調和システム２００においても、空気調和システム１００と同様に、二酸化炭素セ
ンサ１０７等の各種センサと不図示の制御部とを用いて最適な空気調和のモードが判断さ
れ、切り替えられる。詳細には、ファンコイルユニット３０及び天井吹出し型空調機２１
０の併用及び単体運転の区別、さらに空調モードの区別は、外気のエンタルピ、温度、湿
度、降雨状況や、室内空気のエンタルピ、温度、湿度、二酸化炭素濃度など、更に部屋用
途に応じた運転時間、夜間の無人状態に於ける熱気の除去など、様々な状況に応じて切り
替えられる。例えば、二酸化炭素センサ１０７により室内空気の濃度を検出し、空調機２
１０により外気取入れ量を制御する。これにより、室内の二酸化炭素濃度が一定値以下に
なるようにすることが可能である。
【００７６】
　ファンコイルユニット３０は、図２７に示すように建物の外壁１０４とペリカウンタ２
１５とによって前後及び上部を覆われ、室内からは見えないように配置される。詳細には
、ペリカウンタ２１５の前板はファンコイルユニット３０の前部を覆い、ペリカウンタ２
１５の上板はファンコイルユニット３０の上部を覆い、外壁１０４はファンコイルユニッ
ト３０の後部を覆う。外壁１０４には、外気に開放された空気取入グリル１０４Ｂが形成
される。ペリカウンタ２１５の下部前面には、室内に開放された空気取入グリル２１５Ａ
が形成され、ペリカウンタ２１５の上面には、給気グリル２１５Ｂが上方に面して形成さ
れる。これらの開口を通じて、ファンコイルユニット３０へ空気の取込及び吹出しがなさ
れる。
【００７７】
　ファンコイルユニット３０は、図２７に示すように、下部に下部開口３０Ｂが形成され
たケーシング３０Ａを備え、ケーシングの上方に風路切替ダンパ１Ａを備える。また、ケ
ーシング３０Ａの上部は左右方向に延びるように開口された吹出口３０Ｃを形成する。吹
出口３０Ｃは、室内上方に向けて配置される。ケーシング３０Ａは、下部開口３０Ｂを下
部に形成するとともに上部に吹出口３０Ｃをさらに形成し、ファンコイルユニット３０は
、空気を下部開口３０Ｂから吸入し吹出口３０Ｃから排出するように構成される。
【００７８】
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　風路切替ダンパ１Ａは、塞ぎ板２８Ａが下部に配置されるように設置される。風路切替
ダンパ１Ａの後部には、開口部２２が設けられる。また、風路切替ダンパ１Ａの前部には
、開口部２３Ａが形成される。さらに、上部側面には、開口部２４が形成されており、開
口部２４を介してケーシング３０Ａの内部と風路切替ダンパ１Ａの内部とは連通可能であ
る。
【００７９】
　なお、図２８に示すように、吹出口４０Ｂをケーシング４０Ａの上部前面部に形成し、
給気ＳＡを前方に吹き出す構成を備えたファンコイルユニット４０とすることも可能であ
る。この場合においては、ペリカウンタ３１５の上部前面に給気グリル３１５Ａが前方に
面して形成される。吹出口４０Ｂ及び給気グリル３１５Ａを介して空気の吹出しがなされ
る。ファンコイルユニット４０を採用した場合、ペリカウンタ３１５上部に開口部がない
ことにより、上方からペリカウンタ３１５内への物の落下を防止することが可能となる。
【００８０】
　上記の構成によって、風路切替ダンパ１Ａを備えるファンコイルユニット３０及びファ
ンコイルユニット４０は、天井吹出し型のファンコイルユニットとして運転可能であり、
第２の実施の形態において示したように、風路切替ダンパ１Ａの備える羽根３の回動位置
を制御することによって、全外気運転モード、外気還気混合運転モード、自然換気モード
、および通常空調モードの少なくとも４つの空調モードへの切り替えが可能である。
【００８１】
　＜従来技術＞
  本実施形態との比較として、従来技術を用いた空気調和システム９００を、図２９を用
いて説明する。
【００８２】
　外気ＯＡを適切に室内に取り入れることにより室内負荷を処理する、外気冷房などの方
法を従来技術によって採用を試みた場合、例えば機械室や、屋上に設置した大形のセント
ラル式空気調和機により外気ＯＡを取り入れ、送風機により各居住域へダクトを通して送
風する手段が考えられる。この場合、運転中は常に送風動力を消費することになり、また
、建物内の一部の空間を使用するダクトスペースなどが必要になる。
【００８３】
　具体的には、必要な風路数に応じたダンパを設置し、これを制御手段を介して開閉制御
しつつ切り替えることとなる。
【００８４】
　例えば、図２９に示すように、ダンパ９０１、９０２を配置する構成が考えられる。こ
の空気調和システム９００では、制御ファン９０３を介してダンパ９０１を開口するとと
もにダンパ９０２を閉鎖し（図２９（ａ））、外気ＯＡの取り込みを行う。また、図１８
（ｂ）に示すように、ダンパ９０１を閉鎖するとともにダンパ９０２を開口し、ペリカウ
ンタ９０４を介して空気調和を行う。このように、空調モードの切り替えは、ダンパ９０
１、９０２を開閉することによって実施される。
【００８５】
　しかし、図２９（ａ）、（ｂ）の如く複数のダンパ９０１、９０２等、従来のダンパを
配置して、空調モードの切替を試みる場合、上述の実施形態において示したような４通り
のモード切り替えを可能とするには、複雑な切換のための装置が必要となる。
【００８６】
　このように、特にペリメータ領域の限られたスペースおいて、複数の電動式ダンパを設
けて風路の切り替えを行うのは、設置スペース、制御の複雑さ、それらに伴うコスト増及
び維持管理の手間等、および費用対効果を鑑みて、その採用は困難であった。
【００８７】
　＜効果＞
  上記実施の形態による空気調和システム１００、２００では、居住域において直接外気
ＯＡの取入れが出来るため、セントラル式空気調和機を使用する場合の様な長いダクト経
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路も不要で、送風動力も必要なく、また熱損失もほとんどなく、エネルギーの有効利用が
できる。
【００８８】
　また、空調機器及び設備の設置スペースも少なく、簡単な制御によって直接外気ＯＡの
取入れができる。したがて、設置コストや維持管理の手間が従来に比べて少ない。
【００８９】
　また、風路切替ダンパ１、１Ａは、従来に比較して多種の風路の切り替えが可能であり
、また、弁体の回動を用いた簡易な構成によって風路の切り替えができる。
【００９０】
　さらに風路切替ダンパ１、１Ａは、弁体の回動を用いた簡易な構成によって４種以上の
風路の切り替えを容易に実現できる。また、開口部２３、２３Ａの少なくとも一部と開口
部２３、２３Ａの少なくとも一部とを開放することにより、開口部２３、２３Ａから流入
する空気と開口部２２から流入する空気とを、風路内において任意の比率で混合すること
が可能である。
【００９１】
　さらに、制御部４を用いるため、弁体の回動位置を調整し、任意の風路に切り替えるこ
とが容易となる。また、弁体を任意の位置に回動するため、開口部２２、開口部２３、２
３Ａ、開口部２４の解放と閉塞との調整、または空気の混合の調整が容易である。
【００９２】
　筐体２が直方体であり、羽根枠板３１、羽根枠板３２、及び羽根枠板３３を三角柱形状
に形成することにより、十分な強度を有する弁体及び筐体とすることができる。また、開
口部２２、開口部２３、２３Ａ、および開口部２４の解放と閉塞との調整、または空気の
混合の調整を簡易な構成により実現できる。
【００９３】
　風路切替ダンパ１、１Ａを備えることにより、風路の切り替え機能を備えたファンコイ
ルユニット１０、２０、３０、４０とすることができる。このため、任意の開口から空気
を取り込みつつ、あるいは空気の混合をしながら空気調和を行うことができる。
【００９４】
　また、多種の空気調和のモードを備えた空気調和システム１００、２００を実現するこ
とができる。特に、従来では通常空調モードでしか運転できなかったファンコイルユニッ
トを、室内の空気を調和する通常空調モードと、外気ＯＡを室内に取り込む、全外気運転
モードと、自然換気モードと、外気ＯＡと室内の空気（還気ＲＡ）を混合して室内に取り
込む、外気還気混合運転モードとの少なくとも４つの空調モードに切り替え、運転するこ
とが可能な、ハイブリッド型ファンコイルユニットとすることができる。また、これを用
いた空気調和システム１００、２００とすることができる。
【００９５】
　さらに、空気調和システム１００、２００では、負荷条件に応じて空調機とファンコイ
ルユニットを併用し、使い分けるため、快適性と省エネルギー性を得ることができる。
【００９６】
　図１及び２６に示されているように、給気経路よりも高い位置に排気口１０８、１０９
が設けられている。このため、空調モードを自然換気モードとすることで温度差を利用し
た自然換気を行うことが可能となる。例えば、冷房時夜間の外気温湿度条件により、自然
換気モードを使用すれば、自然換気により室内の熱を除去することが可能となる。夜間に
室内の熱を除去することにより、冷房の立ち上がり負荷を軽減することが可能である。
【００９７】
　ファンコイルユニット１０、２０、３０、４０は、熱交換コイル１４を用いた冷房また
は暖房だけでなく、中間期には外気ＯＡを利用した空気調和器として使用することも可能
である。冷水を使用せず、外気ＯＡを使用することで大きな省エネルギー効果を期待でき
る。また、外気ＯＡを取込むため、外気処理機または換気設備側を停止または風量を減ら
す運転が可能となり、換気設備の搬送動力を低減することができる。



(16) JP 2018-123999 A 2018.8.9

10

20

30

【００９８】
　ファンコイルユニット１０、２０、３０、４０は、外気ＯＡと還気ＲＡとを混合するこ
とで給気温度の制御ができるため、運転負荷が少なく、長期間に渡り使用することが可能
である。
【００９９】
　また、ファンコイルユニット１０、２０、３０、４０は、床若しくは窓下璧面に設置す
る空調機とすることにより、天井若しくは天井裏空間に機器を設置する必要がない。その
ため、地震等の災害時においても機器の落下という状況を避けることができる、安全な空
調システム及び空調機を提供することができる。
【０１００】
　なお、上記の実施形態以外にも、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変更が
可能である。
【０１０１】
　弁体は、左右側面視において三角形状を形成する筒状体として形成されていた。しかし
、本発明はこの形状に限定されず、その他の形状を採用することも可能である。例えば、
羽根枠板３３が回動軸３６を中心に円弧状に形成され、弁体が左右側面視で略扇形に形成
されていてもよい。あるいは、羽根枠板３３を取り除き、羽根枠板３１と羽根枠板３２と
によって構成された弁体としても良い。このような構成においても筐体２に設けられた各
開口を閉塞することが可能であるため、上記各実施形態において述べた、羽根３または弁
体の機能及び効果を備えることができる。
【０１０２】
　ガスケットの材質は、ガラスクロスパッキンに限定されず、その他、各種エラストマを
用いることも可能である。
【符号の説明】
【０１０３】
１、１Ａ…風路切替ダンパ　２…筐体　２２、２３、２４…開口部　３…羽根　３１、３
２、３３…羽根枠板　３５…ガスケット　３６…回動軸　４…制御部　１０、２０、３０
、４０…ファンコイルユニット　１３…送風機　１４…熱交換コイル　１００、２００…
空気調和システム
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