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(57)【要約】
【課題】　エアコン等の冷暖房設備を要することなく、
室内の温度を快適に保つことができる断熱構造を備えた
断熱住宅を提供することである。
【解決手段】　外壁１２の周囲に断熱構造を備えた断熱
住宅１であって、前記断熱構造は、前記外壁１２に沿っ
て配設される内側保温シート２５と、この内側保温シー
ト２５の外周を囲う側板２６と、この側板２６を介して
前記内側保温シート２５対向する外側保温シート２７と
、前記内側保温シート２５、側板２６及び外側保温シー
ト２７によって囲われた断熱空間部２３内に充填される
セルロースファイバーやグラスウール等の断熱材２４と
を備えた。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外壁の周囲に断熱構造を備えた断熱住宅であって、
前記断熱構造は、前記外壁の外側に突出する枠体によって形成される断熱空間部と、この
断熱空間部内に充填される断熱材とを備えたことを特徴とする断熱住宅。
【請求項２】
外壁の周囲及び屋根と天井との間にできる小屋裏に断熱構造を備えた断熱住宅であって、
前記断熱構造は、前記外壁の外側及び前記小屋裏内に突出する枠体によって形成される断
熱空間部と、この断熱空間部内に充填される断熱材とを備えたことを特徴とする断熱住宅
。
【請求項３】
前記断熱構造は、前記枠体と、この枠体の外表面に沿って設けられる通気路とで構成され
る請求項１又は２記載の断熱住宅。
【請求項４】
前記枠体は、前記断熱材を充填するための厚み幅を有して対向する一対の保温シートを備
えて構成される請求項１又は２記載の断熱住宅。
【請求項５】
前記厚み幅は、２０ｃｍ以上４０ｃｍ以下に形成される請求項４記載の断熱住宅。
【請求項６】
前記断熱材は、セルロースファイバー、グラスウール、羊毛、もみ殻、わら、木屑のいず
れかである請求項１又は２記載の断熱住宅。
【請求項７】
請求項１乃至３記載の断熱構造の外周に備わる通気路と、前記小屋裏及び床下の空間とが
連通した空気循環路を備え、前記通気路の一端に設けられる外気導入口から外気を導入し
て前記空気循環路内を循環させることで、住宅内を暖房あるいは冷房することを特徴とす
る換気システム。
【請求項８】
請求項１乃至３記載の断熱構造の外周に備わる通気路と、前記小屋裏及び床下の空間とが
連通した空気循環路と、この空気循環路内の空気の流れを制御する送風機とを備え、前記
通気路の一端に設けられる外気導入口から導入した外気を前記送風機によって前記空気循
環路内を循環させることで、住宅内を暖房あるいは冷房することを特徴とする換気システ
ム。
【請求項９】
前記送風機の給気口及び排気口に蓄熱部材を設け、この蓄熱部材によって前記小屋裏に溜
まった空気を前記空気循環路内に循環させる請求項８記載の換気システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷暖房の効率化及び省エネルギー化を図ることができる断熱住宅及び換気シ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、冬場や夏場を快適に過すと共に、暖房や冷房の効率化及び省力化を図るため、多
くの住宅や建物の壁などの躯体に断熱材を設けて施工している。この断熱材の施工に関し
ては、一般的にグラスウールなどの繊維系断熱材を壁内に充填して形成される内断熱工法
が一般的であるが、壁の外面をプラスチック系の断熱ボードで覆う外断熱工法も採用され
るようになってきている。
【０００３】
　前記内断熱工法は、壁内に前記断熱材を充填しているため、建物の内外のスペースを有
効に確保できるが、前記断熱材の厚みが壁内部の厚みに限定されてしまうのと、前記断熱
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材の充填が柱やその他の仕切りによって分断されてしまうため、十分な断熱効果を得るこ
とができないといった問題がある。
【０００４】
　一方、外断熱工法は、壁面をすっぽり断熱ボードで覆ってしまうので、断熱の連続性が
保たれるため、断熱効果が前記内断熱工法よりも優れているといった利点がある。ただし
、前記断熱ボードが壁面から張り出すため、周りのスペースが制限されるといった問題を
有している。この外断熱工法に関しては、その断熱構造や壁面との取り付け等を工夫した
ものがいくつか提案されている（特許文献１、２参照）。
【０００５】
　また、建物内に外気を取り入れ、建物内に溜まっている空気を外部に排気することによ
って、建物内の気温や湿度を一定に保持させるための換気システムを採用した住宅構造の
提案もいくつかなされている。この換気システムは、前記断熱構造と併用することによっ
て、その効果を得ることができるようになっている。
【特許文献１】特開２００５－２３６７８号公報
【特許文献２】特開２００４－０６０９５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の内断熱構造では、壁の内部に所定の通気用のスペースを確保した状態で断熱材を
設置しなければならないため、前記断熱材の設置箇所やその厚み等が制限される。このた
め、断熱材を設置したことの効果が十分得られず、真夏や真冬においてはエアコン等の冷
暖房設備を借りなければ室温を快適な状態に維持することができないといった問題がある
。また、前記冷暖房設備によって快適な状態となった室温は、時間の経過とともに外気と
同じ状態に戻ってしまう。このため、前記冷暖房設備の稼働率が多くなり、それに伴って
環境破壊を引き起こすといった問題もある。
【０００７】
　一方、従来の外断熱構造においては、前記断熱材を室内に面した壁の内側に設けて施工
する場合と、壁の外側に面して施工する場合の二通りの施工方法がある。前者の施工方法
では、断熱材の厚みによって、室内の居住スペースが狭くなるといった欠点がある。一方
、後者の施工方法は、前記断熱材を壁の外側に設置するため、室内の居住スペースを狭め
ることなく、断熱材の厚みを自由に調整することができる。しかしながら、前記断熱材の
厚み調整だけでは冷暖房設備が不要となるまでの断熱効果を得ることが難しい。また、前
記断熱材を厚く形成すると、重量も増えるため、壁への固定を厳重にしなければならない
といった問題もある。
【０００８】
　また、従来の住宅内の換気システムにおいては、壁内に設けられた通気用のスペースを
介して床下空間と小屋裏空間とを連通させたものがあるが、このような内断熱構造では、
壁内に断熱材を設置したことによって、通気用のスペースが狭まるため、床下空間や小屋
裏空間との間の空気の流れがスムーズに行われないといった問題がある。一方、外断熱構
造においては、断熱材を壁の外側に設けているため、壁の内部の通気スペースは有効にと
ることができるが、断熱効果が十分でないため、床下空間から送られてくる冷気や小屋裏
空間から送られてくる暖気をそのままの状態で室内に効率よく導くことができないといっ
た問題がある。また、床下空間から送られてくる冷気には湿気を含んだものが多いため、
室内に外気を導入する際に壁内を腐食させるおそれがあった。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、エアコン等の冷暖房設備を要することなく、室内の温度を快
適に保つことができる断熱構造を備えた断熱住宅及び前記断熱構造と併用することによっ
て断熱効率の向上を図ることができる換気システムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記課題を解決するために、本発明の断熱住宅は、外壁の周囲に断熱構造を備えた断熱
住宅であって、前記断熱構造は、前記外壁の外側に突出する枠体によって形成される断熱
空間部と、この断熱空間部内に充填される断熱材とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の換気システムは、前記断熱構造の外周に備わる通気路と、前記小屋裏及
び床下の空間とが連通した空気循環路を備え、前記通気路の一端に設けられる外気導入口
から外気を導入して前記空気循環路内を循環させることで、住宅内を暖房あるいは冷房す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の断熱住宅によれば、外壁の周囲に断熱構造を備え、この断熱構造が前記外壁の
外側に突出する枠体によって形成される断熱空間部と、この断熱空間部内に充填される断
熱材とで構成される。このため、前記断熱空間部を外壁の周囲に大きく突出するようにし
て形成することができ、この突出幅に応じた高い断熱効果を得ることができる。その結果
、室内においては、エアコン等の冷暖房設備を用いることなく、一年を通して快適な温度
を維持することができる。
【００１３】
　また、本発明の換気システムによれば、前記断熱構造による断熱効果が十分得られるの
で、床下空間からの冷気や小屋裏空間からの暖気を十分保持した状態で室内に循環させる
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る断熱住宅の実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、断熱構造を備えた２階建ての断熱住宅１の断面構造を示したものである。この
断熱住宅１は、コンクリートからなる基礎部２ａと、この基礎部２ａ上に組まれる柱３や
壁４及び屋根５からなる躯体部２ｂと、この躯体部２ｂに設けられる断熱構造（断熱体）
２０ａ，２０ｂとで構成される。前記躯体部２ｂは、例えば、１階居室部６、２階居室部
７及び小屋裏空間８とで構成され、１階居室部６及び２階居室部７の上部には天井裏空間
９を有する。前記断熱体２０ａ，２０ｂは、各室内の温度や湿度を快適に維持するため、
容量を大きくして形成され、前記壁４の外側や天井裏空間９に設けられる。
【００１６】
　前記壁４は、図２に示すように、対向して設けられる外壁１２及び内壁１３と、この外
壁１２と内壁１３との間に形成される空間（内通気路）１５とで構成されている。この内
通気路１５は、断熱住宅１の内部に新鮮な外気を取り込んだり、内部の汚れた空気を排出
したりするために設けられるもので、下端や上端及び中間の各所には、外気の取り入れや
排出を行うための通気口が適宜設けられている。
【００１７】
　前記断熱体２０ａは、図２に示したように、外壁１２の外表面から突出して設けられる
枠体２２によって形成される断熱空間部２３と、この断熱空間部２３内に充填される断熱
材２４とによって構成されている。
【００１８】
　前記枠体２２は、外壁１２に沿って配設される内側保温シート２５と、この内側保温シ
ート２５の外周を囲う側板２６と、この側板２６を介して前記内側保温シート２５と対向
して配置される外側保温シート２７とによって形成される。前記内側保温シート２５は、
断熱住宅１の一外側面全体をカバーし、端部が前記柱３に掛けて広く形成される。内側保
温シート２５は、前記外壁１２に密着するように接合あるいは打ち付け固定される。側板
２６は、前記内側保温シート２５の角部に設けられるＬ型の取付金具２８等を用いて、四
方を囲うように取り付けられる。この側板２６の幅は、前記断熱空間部２３の幅となり、
２０～４０ｃｍに形成される。また、前記外側保温シート２７は、前記外壁１２と略同じ
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広さに形成され、前記内側保温シート２５と対向するように、前記側板２６の上端に載置
して固定される。
【００１９】
　前記枠体２２によって形成される断熱空間部２３には、セルロースファイバーやグラス
ウール等の断熱材２４を充填して満たす。この断熱材２４は、前記側板２６の一部を開放
した図示しない注入口にホースやノズルの先端を差し込み、ここから断熱材２４を充填し
、断熱空間部２３が完全に満たされた後に注入口を閉じて密閉する。なお、前記断熱材２
４には、前記セルロースファイバーやグラスウール以外に、羊毛、もみ殻、わら、木屑等
の細かく裁断したものを混ぜて用いることもできる。
【００２０】
　前記枠体２２は、前記外側保温シート２７の外側面に取り付けられた取付板２９を介し
て屋根５のヒサシの一端に固定される。
【００２１】
　また、前記取付板２９の外周には、外通気路４３となる所定間隔の空間部を有して外装
パネル４２が配設される。前記外通気路４３は、前記断熱体２０ａの外側を通る外気を躯
体部２ｂの内部に取り入れたり、躯体部２ｂ内の汚れた空気を外部に排出したりするため
のもので、例えば１５～１８ｍｍの間隔で床下から天井裏にかけて形成される。なお、前
記外装パネル４２の下端には、雨水等の水切りや前記外通気路内へのシロアリ等の害虫の
侵入を阻止するための防除金具４４が設けられる。
【００２２】
　図３は、窓部４５が設けられた外壁１２に前記断熱体２０ａを設ける場合の施工例を示
したものである。この断熱体２０ａは、窓部４５を避けて配設される内側保温シート２５
と、この内側保温シート２５に対向して設けられる外側保温シート２７と、前記窓部４５
の輪郭に沿って設けられる側板２６とによって構成される。なお、前記断熱体２０ａをブ
ロック単位に形成し、前記窓部４５の左右方向及び上下方向に組み合わせたり、接合させ
たりして配設することもできる。前記断熱体２０ａによって形成される断熱空間部２３は
、図２に示した枠体２２と同様に２０～４０ｃｍの幅に設定され、内部に断熱材２４が充
填される。
【００２３】
　図２及び図３に示したように、容量の大きな断熱空間部２３を有した断熱体２０ａを外
壁１２の外方向に突出して設けることで、断熱材２４の充填量を増やし断熱効率を高める
ことができる。また、前記枠体２２の内側保温シート２５が固定される外壁１２の内部の
内通気路１５と、前記外側保温シート２７と外装パネル４２との間に設けられている外通
気路４３とによる二重の通気路を形成することができる。前記外通気路４３は、夏季にお
いては、太陽熱によって温まる外装パネル４２からの熱を上方に逃がす役割をなし、それ
と同時に躯体部２ｂ内部の湿気を逃がす役割もなす。一方、前記内通気路１５は、床下空
間５４や小屋裏空間８からの新鮮な空気を室内に循環させるために設けられる。特に、夏
季においては床下空間５４からの冷気を吸い上げることで、各室内における冷房効果が得
られ、冬季においては、小屋裏空間８で温まった暖気を床下空間５４に向けて吹き降ろす
ことで、各室内の暖房効果を得ることができる。また、前記内通気路１５を設けることで
、土台、柱、梁などの躯体部２ｂを構成する木材に常に新鮮な空気を触れさせることがで
き、湿気による腐食やカビの発生を抑えて耐久性を高めることができる。また、前記断熱
体２０ａは、断熱空間部２３が広くなっているので、内通気路１５を流れる空気と外通気
路４３を流れる空気とを完全に遮断することができる。そのため、それぞれの通気路を通
る暖かい空気と冷たい空気とが干渉し合うことによって生じる温度変化の影響を少なく抑
えることができる。
【００２４】
　図４は断熱体２０ｂを天井裏空間９と小屋裏空間８との間に設けた場合の実施例を示し
たものである。この断熱体２０ｂは、小屋裏空間８の床の裏側に設けられる上側保温シー
ト４６と、この上側保温シート４６と対向して設けられる下側保温シート４７とで構成さ
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れ、前記上側保温シート４６と下側保温シート４７とで挟まれた断熱空間部２３に前記断
熱材２４が充填される。上側保温シート４６、下側保温シート４７及び断熱材２４からな
る断熱体２０ｂは、前記図２及び図３で示した断熱体２０ａと構成は同じであるが、その
施工方法が異なる。前述したように、上側保温シート４６は、柱や梁の部分を除いた小屋
裏空間８の床下面に沿って貼り付けあるいは打ち付けなどによって固定される。一方、下
側保温シート４７の角部や側部は柱部や梁などに支えられ、下面は天井裏空間９の床面か
ら所定間隔で複数立設される棒状の支持部材によって支えられる。また、断熱材２４は、
小屋裏空間８側から前記上側保温シート４６の一端に設けられる図示しない孔部からホー
スやノズルを挿入して充填される。
【００２５】
　このように、前記断熱体２０ｂを小屋裏空間８と天井裏空間９との間に設けることで、
夏季においては床下空間５４からの冷気を太陽熱で温まった小屋裏空間８から遮断するこ
とができる。このため、天井裏空間９における冷却効果を十分保持することができる。ま
た、冬季においては、小屋裏空間８から天井裏空間９に導入した暖気を溜め、外部に放出
するのを抑えることができるので、天井裏空間９での保温効果を十分保持することができ
る。
【００２６】
　次に、図５に基づいて、前記断熱体２０ａ，２０ｂと換気システム３０とを備えた断熱
住宅１０の構成例について説明する。この断熱住宅１０は、前記断熱体２０ａ，２０ｂを
設けた躯体部２ｂ内に強制的に空気を循環させる送風機３１やこの送風機３１に繋がる空
気循環路を備えると共に、地下には冷気を循環させるための冷気導入部６１が設置される
。
【００２７】
　空気循環路は、図１に示したように、壁４内の内通気路１５及び断熱体２０ａの外側の
外通気路４３に加えて、小屋裏空間８と床下空間５４との間を繋ぐ給気ダクト４８及び排
気ダクト４９とで構成される。前記内通気路１５は約９０ｍｍ、外通気路４３は約１８ｍ
ｍの隙間を有して形成され、小屋裏空間８及び床下空間５４を介して連通している。前記
外通気路４３に導入される外気は、基礎部２ａと外装パネル４２の下端部との間に設けら
れた第１の外気導入口１６から導かれる。また、１階居室部６や２階居室部７の内壁１３
面には、前記内通気路１５を伝わってくる空気を各居室内に取り入れる給気窓１７ａと、
居室内を循環した空気を排出する排気窓１７ｂが設けられている。なお、前記給気窓１７
ａ及び排気窓１７ｂには、砂埃や汚れた空気を通さないように、フィルタが設けられたり
、使用しない場合に閉鎖できるようにシャッタ等の開閉手段が設けられたりする場合があ
る。
【００２８】
　給気ダクト４８は、小屋裏空間８に集められた空気を床下空間５４に導き、排気ダクト
４９は、各居室内を循環した空気を外部に排出するために設けられる。前記給気ダクト４
８は、小屋裏空間８内に設置されている送風機３１の給気部に接続し、そのまま床下空間
５４に向けて延設される。排気ダクト４９は、各居室に設けられている排気窓１７ｂから
前記送風機３１の排気部に送られる。前記各居室から延びる排気ダクト４９は、分岐チャ
ンバ４１を介して一つにまとめられて前記送風機３１の排気部に接続される。なお、前記
給気ダクト４８及び排気ダクト４９は、前記外通気路４３や内通気路１５内を通る空気と
混ざり合わないように独立して設けられる。
【００２９】
　前記送風機３１は、図６に示すように、蓄熱部材５１を介して外気を躯体部２ｂ内に循
環させる給気部３２と、各居室内を循環した空気を前記蓄熱部材５１を介して躯体部２ｂ
の外に排出する排気部３３とを備えている。前記給気部３２は、外通気路４３内を上昇し
てくる空気を導入する給気口３４と、床下空間５４に延びる給気ダクト４８を接続する排
気口３５と、前記給気口３４から排気口３５に向けて空気を送り込む第１送風ファン（図
示せず）とを備えている。一方、前記排気部３３は、前記分岐チャンバ４１から延びる排
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気ダクト４９が接続される給気口３６と、蓄熱部材５１を介して小屋裏空間８の壁面に設
けられる排気窓３８に通じる排気口３７と、前記給気口３６に取り込んだ空気を前記排気
口３７から蓄熱部材５１を介して排気窓３８に向けて汚れた空気を送出する第２送風ファ
ン（図示せず）とを備えている。
【００３０】
　前記蓄熱部材５１は、暖房や冷房の効率を低下させることなく空気の入れ替えを行うた
めに設けられるもので、図６に示したように、中心に給気路５２、その外周に空気の通り
道を複数有した排気路５３を有して形成される。前記給気路５２は、中心部が中空の塩化
ビニルパイプが使用され、排気路５３は、前記塩化ビニルパイプの周囲に排湿性及び吸熱
性を備えた透侵シート等のシート部材を層状に設けたものや、多孔質の樹脂材によって形
成される。この蓄熱部材５１は、前記送風機３１の前段に設けられ、小屋裏空間８内に導
入した新鮮な外気を取り入れ、内部に設けられている給気路５２を通過する過程で熱が吸
収され、湿度が調整された状態で、前記送風機３１の給気口３４に取り込まれる。また、
前記排気路５３には、前記送風機３１の排気口３５から送出されてくる各部屋からの温ま
った空気が通るため、蓄熱部材５１は常に温まった状態となる。このように、断熱住宅１
０の外部に放出される暖かい空気を前記蓄熱部材５１によって排出することで、小屋裏空
間８に導入した新鮮な空気を暖めた状態で送風機３１に送出すことができ、熱損失が大幅
に抑えることができると共に、省力化も図ることができる。
【００３１】
　また、前記蓄熱部材５１の先には三路弁３９が備えられ、小屋裏空間８内の空気を引き
込む引込口Ａと、天井裏空間９から空気を引き込む引込口Ｂとを切替えて空気の流入経路
を選択することができる。前記引込口Ａは、主に外通気路４３を通して小屋裏空間８に送
られてきた暖かい外気を循環させる場合に使用し、引込口Ｂは内通気路１５を伝わる涼し
い空気を循環させる場合に用いられる。
【００３２】
　前記外通気路４３、小屋裏空間８、床下空間５４、内通気路１５、天井裏空間９、給気
ダクト４８及び排気ダクト４９は、図５に示したように、連通した一本の空気循環路を形
成しており、前記小屋裏空間８内に設置されている送風機３１によって、空気を強制的に
断熱住宅１０内に循環させることで、各居室内の空気を常に新鮮な状態に保っている。な
お、小屋裏空間８の上部に設けられる換気ジャロジー６０は、小屋裏空間８内の温度を調
整するために開閉可能となっており、暖気循環させる際は閉じて、暖まった空気を逃さな
いようにし、冷気循環させる際には開いて、熱が蓄積しないように操作される。
【００３３】
　次に、図６において暖気を各居室内に循環させて暖房する場合の構成及び作用を示す。
以下、空気の流れを矢印で示す。室温が低くなる冬場においては、太陽光がよく照射する
南側の暖かい空気が外装パネル４２と断熱体２０ａの外面との間の下端に設けられた第１
の外気導入口１６に入り、外通気路４３内の温度差による上昇気流に乗って小屋裏空間８
に集められる。そして、この小屋裏空間８に集められた空気は、屋根５面に降り注ぐ太陽
光によってさらに暖められる。この暖められた空気は、前記送風機３１の給気部３２の入
口に設けられている三路弁３９のＡ側から引き込まれ、給気ダクト４８を介して床下空間
５４に送られる。この床下空間５４内に送られた空気によって床材２１を暖めると共に、
連通する壁部４の内通気路１５を上昇していき、給気窓１７ａを介して各居室内に暖かい
空気が流れ込む。そして、この流れ込んだ空気は各居室内を循環した後、天井面に設けら
れた排気窓１７ｂから分岐チャンバ４１、送風機３１の排気部３３を経て排気窓３８から
排気される。このように、前記送風機３１を作動させることによって、暖かい外気を常に
取り入れて各居室内に循環させることで、電気や石油等による熱源を使用せずに暖房する
ことが可能となる。また、各居室内を循環して汚れた空気を排気ダクト４９及び送風機３
１の排気部３３を経由して断熱住宅１外に排出させるので、常に新鮮な空気を断熱住宅１
０内に循環させることができる。
【００３４】
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　図７は、本発明の換気システム３０によって、各居室内に冷気を循環させる場合の構成
及び作用を示したものである。前記図５と同様に空気の流れを矢印で示す。冷気を導入す
るための手段として、断熱住宅１０の床下空間５４内に涼しい外気を流入させるための冷
気導入部６１が設けられる。この冷気導入部６１は、直接太陽光が照射しない涼しい北側
の地表面から地中を通って床下空間５４内に延びる給気管６２を備える。この給気管６２
は、浄化槽や雨水タンク等の貯水槽６３を貫通するようにして配管される。そのために、
地表面に突出した第２の外気導入口６４から導入した空気を冷却しながら床下空間５４内
に送出することができる。一方、前記第１の外気導入口１６からは暖かい空気が上昇気流
に乗って小屋裏空間８に運ばれるが、建物内部に循環させずにそのまま換気ジャロジー６
０を通じて建物の外に逃がすことができるので、冷却効果を損なうことがない。なお、前
記第２の外気導入口６４に二重の吸湿フィルタをセットすることによって、地表面の冷気
に含まれる湿気を吸収し、乾いた冷気のみを各室内に循環させることができる。
【００３５】
　前記床下空間５４に送り込まれた空気は、小屋裏空間８内に設置されている送風機３１
によって内通気路１５内を上昇する。この空気の上昇によって、各居室の内壁に開設され
ている給気窓１７ａから冷たい空気が流入して居室内を循環する。また、前記床下空間５
４から内通気路１５を上昇する空気は、最上階の天井裏空間９から送風機３１によって吸
引され、さらに給気ダクト４８を通って再度各居室内に循環される。前記天井裏空間９か
ら送風機３１に空気を給気する場合は、送風機３１の給気口３４に設けられている三路弁
３９の引込口Ａを閉じ、他方の引込口Ｂを開放した状態で行われる。各居室内を循環した
空気は、各居室内の天井近辺に設けた排気窓１７ｂから排気ダクト４９を介して送風機３
１の排気部に送られ、排気窓３８から排出される。なお、夏場においては、前述したよう
に換気ジャロジー６０を開放することで、小屋裏空間８内の温度が上昇しないように調整
される。
【００３６】
　上記実施形態では、冬場は南側に面した第１の外気導入口１６から暖かい空気を有効に
建物内に循環させて暖房することができ、夏場は浄化槽や雨水タンク等の貯水槽６３を貫
通するように配管された給気管６２を介して床下空間５４に引き込み、内通気路１５等を
介して各居室内に循環させることで、冷房効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る断熱住宅の全体構造を示す断面図である。
【図２】上記断熱住宅の壁面の部分断面図である。
【図３】上記断熱住宅の窓部周辺の部分断面図である。
【図４】上記断熱住宅の天井裏空間及び小屋裏空間を示す部分断面図である。
【図５】換気システムを備えた断熱住宅の全体構造を示す断面図である。
【図６】送風機及び蓄熱部材の構造を示す説明図である。
【図７】上記断熱住宅における冷気の循環経路を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３８】
　　１，１０　断熱住宅
　　２ａ　基礎部
　　２ｂ　躯体部
　　３　柱
　　４　壁
　　５　屋根
　　６　１階居室部
　　７　２階居室部
　　８　小屋裏空間
　　９　天井裏空間
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　１２　外壁
　１３　内壁
　１５　内通気路
　１６　第１の外気導入口
　１７ａ　給気窓
　１７ｂ　排気窓
　２０ａ　断熱体（断熱構造）
　２０ｂ　断熱体（断熱構造）
　２１　床材
　２２　枠体
　２３　断熱空間部
　２４　断熱材
　２５　内側保温シート
　２６　側板
　２７　外側保温シート
　２８　取付金具
　２９　取付板
　３０　換気システム
　３１　送風機
　３２　給気部
　３３　排気部
　３４，３６　給気口
　３５，３７　排気口
　３８　排気窓
　３９　三路弁
　４１　分岐チャンバ
　４２　外装パネル
　４３　外通気路
　４４　防除金具
　４５　窓部
　４６　上側保温シート
　４７　下側保温シート
　４８　給気ダクト
　４９　排気ダクト
　５１　蓄熱部材
　５２　給気路
　５３　排気路
　５４　床下空間
　６０　換気ジャロジー
　６１　冷気導入部
　６２　給気管
　６３　貯水槽
　６４　第２の外気導入口
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