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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の天井裏空間または天井面に配置された空調機と、
　前記建物の床下空間に配置された換気装置と、
　前記空調機から送給される空調空気を前記建物内へ供給するため前記建物内の各部屋に
設けられた給気口と、
　前記床下空間を経由して前記建物内の空気を排出するため前記建物内の１階の各部屋の
床面及び共用部の床面に設けられた複数の排気口と、
　各部屋のドア下縁部に設けられたアンダーカットと、を備え、
　前記換気装置が、
　前記床下空間内の空気を吸い込んで前記建物外へ排出する機能と、
　前記建物外の空気を吸い込んで前記空調機へ送給する機能と、
　を有し、
　前記建物内の共用部分の天井面より低位置に形成された下がり天井の天井裏空間内に前
記空調機を配置し、
　前記部屋において前記空調機から最短距離に位置する部分に前記給気口を設け、
　各部屋から排出される排気は、前記アンダーカット及び前記共用部の床面の排気口を経
由し、気密状に仕上げられた床下空間を経由して排気可能であることを特徴とする全館空
調システム。
【請求項２】
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　前記換気装置が、前記床下空間を経由して吸い込んだ建物内の空気と、前記建物外から
吸い込んだ空気との間で熱交換する機能を有する請求項１記載の全館空調システム。
【請求項３】
　前記給気口はライン形吹出口である請求項１または２記載の全館空調システム。
【請求項４】
　前記ライン形吹出口の上流側をチャンバ及びダクトを介して前記空調機と接続し、
　前記チャンバが、前記ダクトとの接続口から前記ライン形吹出口に向かうにつれて水平
方向に連続的に拡幅する部分と、鉛直方向に連続的に縮小する部分と、を有する請求項３
記載の全館空調システム。
【請求項５】
　前記ライン形吹出口は、風向調整及び風量調整が可能な１枚若しくは複数枚の回転式の
湾曲羽根を有する請求項３または４記載の全館空調システム。
【請求項６】
　前記ライン形吹出口を閉止したとき、所定風量を供給可能な開口を保持する機構を有す
る請求項３～５の何れかに記載の全館空調システム。
【請求項７】
　前記換気装置に吸い込まれる外気を浄化するための外気清浄手段を前記床下空間若しく
は階間に配置した請求項１～６の何れかに記載の全館空調システム。
【請求項８】
　前記建物内に設けられた脱衣所と共用部との壁に、前記共用部の空調空気を前記脱衣所
内に引き込むためのパイプファンを設けた請求項１～７の何れかに記載の全館空調システ
ム。
【請求項９】
　前記建物の天井裏空間と前記部屋内とを連通状態に接続する、可逆運転可能な中間ダク
トファンを設けた請求項１～８の何れかに記載の全館空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般住宅などの建物内全体の空調並びに換気を行うための全館空調システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物内部全体の空調並びに換気を行う全館空調システムについては、従来、様々な技術
が開発されているが、本発明に関連するものとして、例えば、特許文献１に記載された「
建物の床下換気構造」、特許文献２に記載された「強制換気式家屋」などがある。
【０００３】
　特許文献１に記載された「建物の床下換気構造」は、建物の床下空間が密閉空間に形成
され、この床下空間と室内とが空気導入口により連通され、かつ床下空間の空気を屋外に
強制排出する排気系が設けられていることを特徴とするものである。
【０００４】
　特許文献２に記載された「強制換気式家屋」は、気密に形成された床下空間と、床下空
間の上方に形成された部屋と、部屋と床下空間とを連通する通気路と、床下空間内の気体
を外部に排出するための排気口と、排気口を介して床下空間内の気体を外部に強制排出す
ることにより床下空間内を負圧状態に保持する排気装置と、を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－７０１９３号公報
【特許文献２】特開平３－９９１４７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載された「建物の床下換気構造」は、床下空間を排気経路として利用し
たものであり、空調機は小屋裏空間に１台のみ設置されているが、１台の空調機で１棟分
の空調能力を担保するので、空調機が大型サイズとなり、その設置場所を小屋裏空間など
に確保することが必要となり、工事が困難である。また、換気装置は天井内に隠蔽されて
いるため、吊りこみ設置工事が面倒である。
【０００７】
　特許文献２に記載された「強制換気式家屋」は、床下空間に換気装置を設置し、床下空
間を排気経路として利用することによって部屋内の換気を行うものであるが、空調機能は
有していない。
【０００８】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、空調機能並びに換気機能を有し、施工し易
く、建物への採用が容易であり、空調機の負荷を低減することができる、全館空調システ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る空調システムは、
　建物の天井裏空間または天井面に配置された空調機と、
　前記建物の床下空間に配置された換気装置と、
　前記空調機から送給される空調空気を前記建物内へ供給するため前記建物内の各部屋に
設けられた給気口と、
　前記床下空間を経由して前記建物内の空気を排出するため前記建物内の１階の各部屋の
床面及び共用部の床面に設けられた複数の排気口と、
　各部屋のドア下縁部に設けられたアンダーカットと、を備え、
　前記換気装置が、
　前記床下空間内の空気を吸い込んで前記建物外へ排出する機能と、
　前記建物外の空気を吸い込んで前記空調機へ送給する機能と、
　を有し、
　前記建物内の共用部分の天井面より低位置に形成された下がり天井の天井裏空間内に前
記空調機を配置し、
　前記部屋において前記空調機から最短距離に位置する部分に前記給気口を設け、
　各部屋から排出される排気は、前記アンダーカット及び前記共用部の床面の排気口を経
由し、気密状に仕上げられた床下空間を経由して排気可能であることを特徴とする。
【００１０】
　このように、換気装置を床下空間に設置としたことにより、運転音が室内に伝わり難く
なるため、室内空間を静粛にすることができる。また、床下空間を利用するので、専用の
設置スペースを設けずに済み、別途建築工事が不要である。
【００１１】
　さらに、床下空間を排気経路として利用することにより、建物全体を空調しながら床下
換気も同時に行うことができ、且つ、空調された排気が床下空間内を通過することにより
床下空間が居室空間とほぼ近い環境となって空調負荷が低減する。また、湿度などに起因
する建物の劣化を抑制することができ、換気装置の設置環境も良好となるため、換気装置
自体の製品寿命が損なわれない。
【００１２】
　また、床下空間を排気経路として利用することにより、建物全体の空調を行いながら床
下空間の換気も同時に行うことができ、且つ、空調された排気が床下空間内を通過するこ
とにより、床下空間が居室空間とほぼ近い環境となるため、空調負荷を低減することがで
きる。
【００１３】



(4) JP 6211675 B1 2017.10.11

10

20

30

40

50

　ここで、前記全館空調システムにおいては、前記換気装置が、前記床下空間を経由して
吸い込んだ建物内の空気と、前記建物外から吸い込んだ空気との間で熱交換する機能を有
する構成とすることが望ましい。
【００１４】
　このような構成とすれば、建物外から吸い込んだ空気を、建物内の室温（空調温度）に
近づけた状態で建物内へ導入することが可能となるので、空調効率の向上に有効である。
【００１５】
　また、本発明に係る全館空調システムにおいては、前記建物内の共用部分の天井面より
低位置に形成された下がり天井の天井裏空間内に前記空調機を配置し、
　前記部屋において前記空調機から最短距離に位置する部分に前記給気口を設けた構成と
している。
【００１６】
　このような構成とすれば、空調機設置スペースを容易に確保することができ、別途、空
調機室を設ける必要がなくなる。また、非居室である共用部に空調機を設置することによ
り、空調機の運転音が居室に届き難くなるので、居住者にとって静粛な全館空調システム
を提供することができる。
【００１７】
　さらに、共用部に空調機を設置することにより、各部屋の給気口との距離が最短となり
、ダクトルートも最短となるため低圧損となり、空調機の負荷を低減できるだけでなく、
ダクトルートが最短となることにより、ダクト材料費が最小で済み、施工も簡素とするこ
とができ、コスト低減にも有効である。
【００１８】
　前記全館空調システムにおいて、前記給気口はライン形吹出口であることが望ましい。
【００１９】
　このような構成とすれば、下がり天井の懐寸法が最小寸法で済むので、建物内の空間を
最大限に利用することができ、且つ、建物内の天井や壁に沿って気流を吹き出すことがで
きるため、居室内全体に空調空気が行き渡り、空調効率が向上する。また、空調機を下が
り天井に設置した場合、室内壁面上部に設置できるので、おさまりが良く、気流切替操作
も容易に行うことができる。
【００２０】
　前記全館空調システムにおいては、前記ライン形吹出口の上流側をチャンバ及びダクト
を介して前記空調機と接続し、
　前記チャンバが、前記ダクトとの接続口から前記ライン形吹出口に向かうにつれて水平
方向に連続的に拡幅する部分と、鉛直方向に連続的に縮小する部分と、を有する構成とす
ることができる。
【００２１】
　このような構成とすれば、建物の躯体構造に妨げられることなく、前記チャンバを建物
内に設置することができるので、下がり天井に設置した空調機と、壁面に設置したライン
形吹出口と、を好適に接続するができる。また、ダクトから供給された空調空気は、前記
形状のチャンバを経由して、スムーズにライン形吹出口に流動するので、低圧損とするこ
とができる。
【００２２】
　前記全館空調システムにおいては、前記ライン形吹出口は、風向調整及び風量調整が可
能な１枚若しくは複数枚の回転式の湾曲羽根を有するものであることが望ましい。
【００２３】
　このような構成とすれば、１枚若しくは複数の湾曲羽根のみを操作することにより、風
量調整及び風向調整を行うことができるので、構造のシンプル化を図ることができる。
【００２４】
　前記全館空調システムにおいては、前記ライン形吹出口を閉止したとき、所定風量を供
給可能な開口を保持する機構を有することが望ましい。
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【００２５】
　このような構成とすれば、空調用流路を換気用流路として兼用することができるので、
夏季と冬季との間の中間期など、空調が不要な季節においても２４時間換気機能を確保す
ることができる。
【００２６】
　前記全館空調システムにおいては、前記換気装置に取り入れられる外気を浄化するため
の外気清浄手段を前記床下空間若しくは階間に配置することができる。
【００２７】
　このような構成とすれば、前記建物内の床面に設けられた点検口などから、外気清浄手
段（例：フィルターボックス）のメンテナンスを行うことができ、作業性が良好となる。
【００２８】
　前記全館空調システムにおいては、前記建物内に設けられた脱衣所と共用部との壁に、
前記共用部の空調空気を前記脱衣所内に引き込むためのパイプファンを設けることができ
る。
【００２９】
　このような構成とすれば、脱衣所にダクト施工することなく、共用部から脱衣所内へ空
調空気を引き込むことができる。また、パイプファンの動力だけで、脱衣所内を空調され
た空間と同じ環境にすることができるので、省エネに有効である。
【００３０】
　前記全館空調システムにおいては、前記建物の天井裏空間と前記部屋内とを連通状態に
接続する、可逆運転可能な中間ダクトファンを設けることができる。
【００３１】
　このような構成とすれば、冬季は天井裏空間内の暖かい空気を部屋内へ供給することが
でき、夏季は部屋内の冷たい空気を天井裏空間内へ供給することができるため、空調負荷
の軽減に有効である。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明により、空調機能並びに換気機能を有し、施工し易く、建物への採用が容易であ
り、空調機の負荷を低減することができる、全館空調システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施形態である全館空調システムの概略構成を示す一部省略垂直断面図
である。
【図２】図１中の矢線Ｘで示す部分の一部省略拡大図である。
【図３】本発明の実施形態である全館空調システムを備えた建物の１階部分を示す一部省
略水平断面図である。
【図４】本発明の実施形態である全館空調システムを備えた図３に示す建物の２階部分の
一部省略水平断面図である。
【図５】本発明の実施形態である全館空調システムを備えた図３に示す建物の小屋裏空間
を含む部分の一部省略水平断面図である。
【図６】図３に示す建物の床下空間を図１中の矢線Ｖ方向に相当する方向から見たときの
一部省略平面図である。
【図７】図６中の矢線Ｓ方向から見た一部省略垂直断面図である。
【図８】図２中に示すチャンバ付近の一部省略斜視図である。
【図９】図８中の矢線Ｙ方向から見たライン形吹出口を示す一部省略正面図である。
【図１０】図９に示すライン形吹出口の機能を示す側面図である。
【図１１】図１０（ｂ）に示す状態に設定したときのライン形吹出口の機能を示す模式図
である。
【図１２】図１０（ｃ）に示す状態に設定したときのライン形吹出口の機能を示す模式図
である。
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【図１３】図３に示す建物内に設けられた脱衣所と共用部との境界付近を示す垂直断面図
である。
【図１４】図１３中の矢線Ｚ方向から見た一部省略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、図１～図１４に基づいて、本発明の実施形態である全館空調システム１００につ
いて説明する。なお、図１，図２は、本発明の実施形態である全館空調システム１００の
概略構成を示しており、図３～図５は全館空調システム１００を備えた実際の建物Ｈを示
しているが、共通する構造や共通する機能を有する部材については同じ符号を付している
部分がある。また、図３，図４中において網目を付している領域は下がり天井１１ｃ，１
２ｃを表している。
【００３５】
　図１，図２に示すように、本実施形態に係る全館空調システム１００は、建物Ｈの１階
、２階の共用部分１１，１２の下がり天井１１ｃ，１２ｃにそれぞれ配置された空調機１
０，２０と、建物Ｈの床下空間１３に配置された換気装置３０と、空調機１０，２０から
送給される空調空気を建物Ｈ内へ供給するため建物Ｈ内の各部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１
，Ｒ２２にそれぞれ設けられた給気口であるライン形吹出口１４，１４，１４，１４と、
床下空間１３を経由して建物Ｈ内の空気を排出するため建物Ｈ内の１階の床面Ｆ１に設け
られた排気口１５，１５と、を備えている。建物Ｈの外部には室外機２１が配置されてい
る。
【００３６】
　換気装置３０は、床下空間１３を経由してダクト１６から吸い込んだ建物Ｈ内の空気を
、ダクト１７を経由して建物Ｈ外へ排出する機能と、ダクト１８を介して取り入れた建物
Ｈ外の空気（外気）を給気ダクト１９ａ，１９ｂを経由してそれぞれ空調機１０，２０へ
送給する機能と、を有している。ダクト１８の途中には、換気装置３０に取り入れられる
外気を浄化するための外気清浄手段であるフィルタを内蔵したフィルターボックス４４が
配置されている。
【００３７】
　全館空調システム１００においては、建物Ｈ内の各部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１，Ｒ２
２に空調機１０，２０からの空調空気を供給する給気口１４を設け、各部屋Ｒ１１，Ｒ１
２，Ｒ２１，Ｒ２２内から排出される排気はドア下縁部のアンダーカットＵを経由して、
１階の床面Ｆ１の排気口１５を経由し、気密状に仕上げられた床下空間１３を経由して排
気される。
【００３８】
　換気装置３０の給気ダクト１９ａ，１９ｂは空調機１０，２０に接続され、空調機１０
，２０にそれぞれ外気を供給する。換気装置３０を１階の床下空間１３内に設置し、１階
の床面Ｆ１に設置された排気口１５を介して、室内からの排気を床下空間１３に取り込み
、床下空間１３をダクトレス排気経路として利用する。
【００３９】
　このように、換気装置３０を床下空間１３に設置したことにより、換気装置３０の運転
音が室内に伝わり難くなるため、室内空間（部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１，Ｒ２２の内部
及び共用部分１１，１２）を静粛に保つことができる。また、床下空間１３を利用して換
気装置３０を配置するので、換気装置３０専用の設置スペースを設ける必要がなく、別途
、建築工事が不要である。
【００４０】
　さらに、床下空間１３を排気経路として利用することにより、建物Ｈ全体の空調を行い
ながら床下空間１３の換気も同時に行うことができ、且つ、空調された排気が床下空間１
３内を通過することにより、床下空間１３が居室空間（部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１，Ｒ
２２の内部）とほぼ近い環境となるため、空調負荷を低減することができるほか、湿度な
どに起因する建物の劣化を抑制することができる。換気装置３０の設置環境も良好となる
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ため、換気装置３０自体の製品寿命が損なわれない。
【００４１】
　図１に示すように、部屋Ｒ１１の床面Ｆ１に形成された点検口４５を、換気装置３０の
点検口として使用することができる。なお、多雪地域において全館空調システム１００を
施工する場合、積雪の影響を受けないように、建物Ｈの１階と２階の階間に換気装置３０
を設置し、ベントキャップ（ダクト１７，１８の開口部１７ａ，１８ａのキャップ）も高
所に取り付けることができる。なお、建物Ｈ内の台所Ｋ（図３参照）の床下空間１３内に
換気装置３０を設置した場合は床下収納庫の開閉口４６（図３参照）を点検口として利用
することもできる。
【００４２】
　全館空調システム１００において、床下空間１３に配置された換気装置３０は全熱交換
器であり、床下空間１３を経由して吸い込んだ建物Ｈ内の空気（排気）と、建物Ｈ外から
取り入れた空気（外気）との間で熱交換する機能を有している。
【００４３】
　従って、建物Ｈ外からダクト１８を経由して吸い込んだ空気を、建物Ｈ内の室温（空調
温度）に近づけた状態で建物Ｈ内へ導入することが可能となるので、空調効率の向上に有
効である。
【００４４】
　また、全館空調システム１００においては、建物Ｈ内の共用部分１１，１２に形成され
た下がり天井１１ｃ，１２ｃの上方の天井裏空間１１ａ，１２ａ内にそれぞれ空調機１０
，２０を配置し、部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１，Ｒ２２の内部において各階の空調機１０
，２０からそれぞれ最短距離に位置する部分に給気口１４を設けている。
【００４５】
　具体的には、廊下２２側の壁面Ｗの上部あるいは各部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１，Ｒ２
２の廊下２２側の天井面Ｃに給気口１４を設けることができる。空調機として、アメニテ
ィビルトイン型などの薄型空調機を採用すれば、下がり天井１１ｃ，１２ｃの下がり寸法
を最小限に抑えつつ、空調機の納まりが良好となり、共用部分１１，１２のスペースに圧
迫感を与えることもない。また、小屋裏空間４０に収納室２９などを設け、スペースを有
効活用することもできる。
【００４６】
　図１に示すように、建物Ｈが複数階高の住宅の場合、空調機１０，２０は各階の共用部
分１１，１２の天井裏空間１１ａ，１２ａに設ける。居住者が不在で空調不要の場合は該
当フロアの運転を停止することができ、省エネに貢献することができる。なお、空調運転
を止めても換気運転（２４時間換気）は行われるので、建築基準法の換気義務をクリアす
ることができる。
【００４７】
　前述した構成とすることにより、全館空調システム１００においては、別途、空調機室
を設ける必要がないので、容易に設置が可能である。また、非居室である共用部分１１，
１２の天井裏空間１１ａ，１２ａに空調機１０，２０を設置することにより、空調機１０
，２０の運転音の拡散を防止することができるので、居住者にとって静粛な全館空調シス
テムを提供することができる。
【００４８】
　さらに、共用部分１１，１２の天井裏空間１１ａ，１２ａに空調機１０，２０を設置す
ることにより、各部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１，Ｒ２２の給気口１４と空調機１０，２０
との距離を最短とすることができ、ダクト２３のルートも最短となるため、低圧損となり
、空調機１０，２０の負荷をそれぞれ低減することができる。また、ダクト２３のルート
が最短となることにより、ダクト材料費が最小で済み、施工も簡素とすることができ、コ
スト低減に有効である。
【００４９】
　図１，図２に示すように、全館空調システム１００においては、各部屋Ｒ１１，Ｒ１２
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，Ｒ２１，Ｒ２２への給気口として、ライン形吹出口１４を使用し、ライン形吹出口１４
の上流側をチャンバ２４及びダクト２３を介して空調機１０と接続している。また、図８
に示すように、チャンバ２４は、ダクト２３との接続口２５からライン形吹出口１４に向
かうにつれて水平方向に連続的に拡幅する部分と、鉛直方向に連続的に縮小する部分と、
を兼備した整流部２６を有している。
【００５０】
　全館空調システム１００においては、空調機１０，２０から送給される空調空気を部屋
Ｒ１１などへ供給するため給気口として、図９に示すようなライン形吹出口１４を使用し
たことにより、下がり天井１１ｃ，１２ｃの懐寸法を最小寸法に抑えることができる。ま
た、ライン形吹出口１４は、天井または壁面に沿って空調空気を吹き出すことができるの
で、部屋内全体に空調空気が行き渡り、空調効率が向上する。
【００５１】
　全館空調システム１００においては、図８に示すようなチャンバ２４を使用したことに
より、下がり天井１１ｃ，１２ｃに設置した空調機１０と、壁面Ｗに設置したライン形吹
出口１４と、を好適に接続することができる。また、チャンバ２４は、下がり天井１１ｃ
，１２ｃを構成する各種部材（梁など）との干渉がなく、納まりが良好である。
【００５２】
　さらに、ダクト２３から供給された空調空気は、前述した形状のチャンバ２４内を流動
することにより、スムーズにライン形吹出口１４に到達することができるので、低圧損と
することができる。なお、チャンバ２４は、その両側面に着脱可能に取り付けられた、長
孔付きのＬ字状の金具２４ａを、ビス（図示せず）などを用いて建物Ｈの構成部材に固定
することにより、所定場所に設置することができる。
【００５３】
　図９，図１０に示すように、ライン形吹出口１４は、風向調整及び風量調整が可能な回
転式の湾曲羽根１４Ｘを有している。湾曲羽根１４Ｘは、浅い樋形状の本体部１４ａと、
本体部１４ａの両端部を閉塞する扇形状の側板１４ｂと、本体部１４ａの凹曲面を横断す
る方向に一定間隔ごとに配置された複数のリブ１４ｃと、を備えている。湾曲羽根１４Ｘ
は、本体部１４ａの両端部の側板１４ｂから水平方向に突設された支軸１４ｄを介して、
四角筒形状のフレーム１４ｅ内に回動可能に保持されている。湾曲羽根１４Ｘの前縁部１
４ｆは湾曲羽根１４Ｘを回動操作するときの手動操作部分となる。
【００５４】
　図１０（ａ）に示す状態においても、湾曲羽根１４Ｘの前縁部１４ｆは、ライン形吹出
口１４の正面部分から部屋Ｒ１２側へ突出しているので、部屋Ｒ１２側から容易に手動操
作することができる。本体部１４ａの凹曲面に所定間隔をおいて配置された複数のリブ１
４ｃは、本体部１４ａを補強する機能と、後述する、空気流を整流する機能とを有してい
る。
【００５５】
　ライン形吹出口１４においては、１枚の湾曲羽根１４Ｘのみを支軸１４ｄを中心に回動
操作することにより、風量調整及び風向調整を行うことができるので、構造のシンプル化
を図ることができる。また、空調機１０を下がり天井１１ｃ，１２ｃ上方の天井裏空間１
１ａ，１２ａに設置した場合、ライン形吹出口１４を壁面Ｗの上部に設置できるので、お
さまりが良く、気流の切替操作も容易に行うことができる。
【００５６】
　図１０（ａ）に示すように、湾曲羽根１４Ｘの前縁部１４ｆをフレーム１４ｅの正面に
最接近するまで押し込んでしまうと、ライン形吹出口１４は閉止状態となるが、本体部１
４ａの後縁部１４ｇとフレーム１４ｅの内面との間に隙間Ｇが確保されるので、ライン形
吹出し口１４内は空気流が通過可能である。なお、湾曲羽根１４Ｘの前縁部１４ｆをフレ
ーム１４ｅの正面に最接近するまで押し込んだときも前縁部１４ｆはフレーム１４ｅの正
面より突出した状態に保たれる。
【００５７】
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　図１０（ｂ）に示すように、湾曲羽根１４Ｘの前縁部１４ｆをフレーム１４ｅの正面か
ら少し引き出し、湾曲羽根１４Ｘの前縁部１４ｆ及び後縁部１４ｇが同一水平面に位置す
るようにセットすると、空調空気はライン形吹出口１４から水平方向へ吹き出される。こ
のとき、図１１に示すように、空調空気は空調室（部屋Ｒ１２）内の天井Ｃに沿って進行
し、壁Ｗの反対側の壁Ｗ１に到達した後、部屋Ｒ１２内を巡回するように流動する。従っ
て、夏場の冷房運転時は、ライン形吹出口１４の湾曲羽根１４Ｘを図１０（ｂ）に示す状
態にセットすることが望ましい。
【００５８】
　図１０（ｃ）に示すように、湾曲羽根１４Ｘの前縁部１４ｆをフレーム１４ｅの正面か
ら引き出し最下部まで降ろすと、湾曲羽根１４Ｘ全体が露出した状態となり、空調空気は
湾曲羽根１４Ｘの本体部１４ａの凹曲面部分及びリブ１４ｃに誘導され、ライン形吹出口
１４から下方に向かって吹き出される。このとき、図１２に示すように、空調空気は空調
室（部屋Ｒ１２）内の床面Ｆ１に向かって下降し、壁Ｗの反対側の壁Ｆ１に向かい、床面
Ｆ１に沿って流動する。従って、冬場の暖房運転時は、ライン形吹出口１４の湾曲羽根１
４Ｘを図１０（ｃ）に示す状態にセットすることが望ましい。
【００５９】
　前述したように、全館空調システム１００においては、ライン形吹出口１４を図１０（
ａ）に示すように閉止したときにおいても、所定風量を供給可能な隙間Ｇを保持すること
ができる。このため、夏季と冬季との間の中間期など空調運転が不要な季節においても２
４時間換気機能を確保することができる。なお、２４時間換気における換気風量は０．５
回／ｈ程度で、比較的少ないので、隙間Ｇは、空気流を部屋内全体に行き渡らせるために
必要な開口面積としている。
【００６０】
　図１，図６，図７に示すように、全館空調システム１００においては、換気装置３０に
取り入れられる外気を浄化するための外気清浄手段（フィルタを内蔵したフィルターボッ
クス４４）を床下空間１３に配置している。このため、例えば、建物Ｈ内の床面Ｆ１に設
けられた点検口４５からフィルターボックス４４のメンテナンスを行うことができ、作業
性も良好である。また、フィルターボックス４４は床面Ｆ１からメンテナンス可能である
ため、脚立などを使用した高所作業が不要であり、安全性に優れている。
【００６１】
　次に、図３～図５に示す全館空調システムにおいては、図１３，図１４に示すように、
建物Ｈ内に設けられた脱衣所４２と共用部１１との壁Ｗ２に、共用部１１の空調空気を脱
衣所４２内に取り込むためのパイプファン２８が設けられている。
【００６２】
　このため、脱衣所４２にダクトなどを施工することなく、空調空気を引き込むことがで
きる。また、パイプファン２８の送風能力のみにより、脱衣所４２内を他の空調空間と同
じ環境にすることができるので、省エネに有効である。
【００６３】
　一方、全館空調システム１００においては、図１に示すように、建物Ｈの小屋裏空間４
０と建物Ｈ内の部屋Ｒ２１とを連通状態に接続する、可逆運転可能な中間ダクトファン４
１が設けられている。従って、冬季は小屋裏空間４０内の暖かい空気を部屋Ｒ２１内へ供
給することができ、夏季は部屋Ｒ２１内の冷たい空気を小屋裏空間４０内へ供給すること
ができるため、空調負荷の軽減に有効である。
【００６４】
　図１，図４に示すように、小屋裏空間４０に設けられた収納室２９と空調機２０とは給
気用のダクト４３で連通されているため、空調機２０から収納室２９内へ空調空気を送り
込むことにより、他の部屋と同様の空調を行うことができる。
【００６５】
　図１に示すような全館空調システム１００を施工する場合、建物Ｈの断熱処理手段につ
いては、グラスウールなどの断熱材を使用することができるが、気密性確保の観点から、
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吹付発泡断熱を施工することが望ましい。
【００６６】
　また、全館空調システム１００において、床下空間１３を経由して建物Ｈ内の空気を建
物Ｈ外へ効率良く排出するためには、建物Ｈの床下空間１３の気密性を確保することが必
須要件であるため、床下空間１３の気密断熱処理手段についても、吹付発泡断熱を施工す
ることが望ましい。
【００６７】
　前述したように、全館空調システム１００においては、床下空間１３の気密性を高レベ
ルに保つことで換気装置３０による換気機能を確保することができ、これによって他の機
能（例えば、ライン形吹出口１４から吹き出す空調空気による冷暖房機能など）も有効に
稼働する。
【００６８】
　なお、図１～図１４に基づいて説明した全館空調システム１００は、本発明に係る全館
空調システムの一例を示すものであり、本発明に係る全館空調システムは前述した全館空
調システム１００に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、一般住宅などの建物内全体の空調並びに換気手段として、住宅建設業などの
分野において広く利用することができる。
【符号の説明】
【００７０】
　１０，２０　空調機
　１１，１２　共用部分
　１１ａ，１２ａ　天井裏空間
　１１ｃ，１２ｃ　下がり天井
　１３　床下空間
　１４　ライン形吹出口（給気口）
　１４Ｘ　湾曲羽根
　１４ａ　本体部
　１４ｂ　側板
　１４ｃ　リブ
　１４ｄ　支軸
　１４ｅ　フレーム
　１４ｆ　前縁部
　１４ｇ　後縁部
　１５　排気口
　１６，１７，１８，２３，４３　ダクト
　１７ａ，１８ａ　開口部
　１９ａ，１９ｂ　給気ダクト
　２１　室外機
　２２　廊下
　２４　チャンバ
　２４ａ　金具
　２５　接続口
　２６　整流部
　２７，４５　点検口
　２８　パイプファン
　２９　収納室
　３０　換気装置
　４０　小屋裏空間
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　４１　中間ダクトファン
　４２　脱衣所
　４４　フィルターボックス
　４６　開閉口
　１００　全館空調システム
　Ｆ１　床面
　Ｇ　隙間
　Ｈ　建物
　Ｋ　キッチン
　Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１，Ｒ２２　部屋
　Ｕ　アンダーカット
　Ｗ，Ｗ１，Ｗ２　壁
【要約】
【課題】空調機能並びに換気機能を有し、施工し易く、建物への採用が容易であり、空調
機の負荷を低減することができる、全館空調システムを提供する。
【解決手段】全館空調システム１００は、建物Ｈの１階、２階の共用部分１１，１２の天
井面１１ｃ，１２ｃに配置された空調機１０，２０と、建物Ｈの床下空間１３に配置され
た換気装置３０と、空調機１０，２０から送給される空調空気を建物Ｈ内へ供給するため
部屋Ｒ１１などに設けられたライン形吹出口１４と、床下空間１３を経由して建物Ｈ内の
空気を排出するため建物Ｈ内の１階の床面Ｆ１に設けられた排気口１５とを備えている。
換気装置３０は、ダクト１６を経由して吸い込んだ床下空間１３内の空気をダクト１７を
経由して建物Ｈ外へ排出する機能と、ダクト１８を経由して吸い込んだ建物Ｈ外の空気を
給気ダクト１９ａ，１９ｂを経由し空調機１０，２０へ送給する機能と、を有している。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(15) JP 6211675 B1 2017.10.11

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｆ２４Ｆ  13/02     (2006.01)           Ｆ２４Ｆ   13/02     　　　Ｄ        　　　　　

(74)代理人  100197642
            弁理士　南瀬　透
(72)発明者  荒木　伸介
            東京都千代田区丸の内一丁目８番３号　丸の内トラストタワー本館７階　株式会社桧家ホールディ
            ングス内
(72)発明者  安藤　純彦
            福岡県糟屋郡篠栗町大字和田１０３４番地の４　協立エアテック株式会社内

    審査官  金高　敏康

(56)参考文献  特開２００２－０７０１９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１６７３６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２５５８７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２４８６４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－００２９６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３６６０９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｂ　　　１／７０　　　　
              Ｅ０４Ｂ　　　１／７６　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　７／０８　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　７／１０　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　１３／０２　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　１３／０７２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

