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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物内の部屋を構成し、床部と、天井部と、前記床部と前記天井部の間の四方に配設さ
れて部屋の内外を区画する壁部とを有し、該壁部の少なくとも１面が屋外に接する外壁部
であり、該外壁部には、隣接する一方の壁部近傍に第１換気口が形成されると共に、隣接
する他方の壁部近傍に第２換気口が形成された部屋構造体と、
　該部屋構造体内に配設され、前記外壁部に対向する壁部方向に送風可能な室内機と、該
室内機と室外機とを接続する冷媒配管とを有する空気調和機と、
　前記外壁部の屋外側に配設され、前記冷媒配管から分岐された分岐管を介して前記空気
調和機の冷媒回路に設けた熱交換器と、該熱交換器を格納すると共に、下方向に開口した
第１開口部と、前記外壁部方向となる背部に開口した第２開口部とが形成され、該第２開
口部が前記第１換気口または前記第２換気口のいずれかと連通したケーシングとを有する
外気調和機と備える換気空調構造において、
　前記外気調和機は、前記熱交換器が通気方向において互いに略非重複となる配置かつ同
じ向きで複数並設されており、同熱交換器の各々の冷媒流路が別系統であり、前記分岐管
を更に分岐する再分岐管を以て系統毎に冷媒が供給されるものである
　換気空調構造。
【請求項２】
　前記外気調和機が設置された前記第１換気口または前記第２換気口のいずれかの室内側
に、フィルターシートと、中央領域が開口した枠体と、該枠体の周辺に設けられて前記フ
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ィルターシートの縁部を係止して着脱可能に保持する保持部とを含むフィルターシート保
持体と、該フィルターシート保持体を側方から出し入れ可能に構成され、入れられた同フ
ィルターシート保持体を支持可能な支持枠体とを有するエアフィルター装置が配設されて
いる
　請求項１に記載の換気空調構造。
【請求項３】
　前記外気調和機が設置された前記第１換気口または前記第２換気口のいずれかに隣接す
る前記壁部の近傍に教壇が設置されている
　請求項１または請求項２に記載の換気空調構造。
【請求項４】
　前記外気調和機の設置側である前記第１換気口または前記第２換気口のいずれかの屋内
側に、強制給気装置が配設されている
　請求項１、請求項２または請求項３に記載の換気空調構造。
【請求項５】
　前記外気調和機の非設置側である前記第１換気口または前記第２換気口のいずれかの屋
内側に、強制排気装置が配設されている
　請求項１、請求項２、請求項３または請求項４に記載の換気空調構造。
【請求項６】
　建物内の部屋を構成し、床部と、天井部と、前記床部と前記天井部の間の四方に配設さ
れて部屋の内外を区画する壁部とを有し、該壁部の少なくとも１面が屋外に接する外壁部
であり、該外壁部には、隣接する一方の壁部近傍に第１換気口が形成されると共に、隣接
する他方の壁部近傍に第２換気口が形成された部屋構造体内に配設され、前記外壁部に対
向する壁部方向に送風可能な室内機と、該室内機と室外機とを接続する冷媒配管とを有す
る空気調和機と、
　前記外壁部の屋外側に配設され、前記冷媒配管から分岐された分岐管を介して前記空気
調和機の冷媒回路に設けた熱交換器と、該熱交換器を格納すると共に、下方向に開口した
第１開口部と、前記外壁部方向となる背部に開口した第２開口部とが形成され、該第２開
口部が前記第１換気口または前記第２換気口のいずれかと連通したケーシングとを有する
外気調和機と備える換気空調構造において、
　前記外気調和機は、前記熱交換器が通気方向において互いに略非重複となる配置かつ同
じ向きで複数並設されており、同熱交換器の各々の冷媒流路が別系統であり、前記分岐管
を更に分岐する再分岐管を以て系統毎に冷媒が供給されるものである
　換気空調構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、換気空調構造、および、換気空調方法に関する。詳しくは、新築または既存
のいずれの建物に対しても設置とメンテナンスが容易であり、部屋内の空調運転中の空気
調和機と連動する外気調和機を使用して、空気調和機の消費電力量を抑制することができ
ると共に、空気調和機から送風される加熱または冷却された空気（以下「調和空気」とい
う）の流れを利用して、外気調和機により加熱または冷却された温調した外気（以下「調
和外気」という）を部屋内に循環させることができる換気空調構造、および、換気空調方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高気密構造の建築物の普及に関連するとみられるシックハウス症候群の患者が多
く確認されている。この対策として、平成１５年７月１日施行の改正建築基準法によって
、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられることになった。
【０００３】
　機械換気設備としては、室内に外気を導入するにあたり、導入経路の途中に、導入され
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る外気と室内空気の温度差を小さくするための外気調和機を設けた設備があり、例えば、
下記の特許文献１に示されているような空調設備が提案されている。この空調設備につい
て図１２に示している。
【０００４】
　図１２に示す空調設備９は、室外に設置されて外気ＯＡを処理する外気調和機９１と、
当該外気調和機９１を介して室内Ｒへ供給された空気ＲＡを回収する還気取り入れ口９２
の近傍に設置された顕熱交換器９３を有するものである。ここで、顕熱交換器９３は、回
収した空気ＲＡと熱交換し、熱交換後の空気ＳＡを給気口から室内Ｒへ給気するものであ
る。そして、外気調和機９１は、冷却コイル９１１、加熱コイル９１２、加湿器９１３お
よび送風機９１４を含むものであり、導入した外気ＯＡを温調および加湿して室内Ｒ側に
送るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４２９４７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、空調設備９において、外気調和機９１は、機体が邪魔にならないように天井
裏（天井側の室外）に設置されている（特許文献１の段落〔００１９〕、図２参照）。ま
た、調和された外気を室内Ｒに導入出させるための循環経路９４ａ、９４ｂの形成あるい
は設置も必要である。
【０００７】
　このため、既設の建物に対し、後から空調設備９のような大掛かりな装置を設置するこ
とは難しく、更に、新設または既設のいずれの建物に設置する場合であっても、設置後の
メンテナンス等が行いにくい。
【０００８】
　更に、外気調和機９１は、送風機９１４を備え、また、熱媒体を循環させるための機構
が必要であることから、外気調和機９１を稼動させるための電力を要する。また、通常は
室内にも空気調和機が設置されており、このような場合、外気調和機９１と空気調和機の
２台が稼動することになり、換気と空調のために必要となる電力が必然的に多くなる。
【０００９】
　本発明は、以上の点を鑑みて創案されたものであり、新築または既存のいずれの建物に
対しても設置とメンテナンスが容易であり、部屋内の空調運転中の空気調和機と連動する
外気調和機を使用して、空気調和機の消費電力量を抑制することができると共に、空気調
和機から送風される調和空気の流れを利用して、調和外気を部屋内に循環させることがで
きる換気空調構造、および、換気空調方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の換気空調構造は、建物内の部屋を構成し、床部
と、天井部と、前記床部と前記天井部の間の四方に配設されて部屋の内外を区画する壁部
とを有し、該壁部の少なくとも１面が屋外に接する外壁部であり、該外壁部には、隣接す
る一方の壁部近傍に第１換気口が形成されると共に、隣接する他方の壁部近傍に第２換気
口が形成された部屋構造体と、該部屋構造体内に配設され、前記外壁部に対向する壁部方
向に送風可能な室内機と、該室内機と室外機とを接続する冷媒配管とを有する空気調和機
と、前記外壁部の屋外側に配設され、前記冷媒配管から分岐された分岐管を介して前記空
気調和機の冷媒回路に設けた熱交換器と、該熱交換器を格納すると共に、下方向に開口し
た第１開口部と、前記外壁部方向となる背部に開口した第２開口部とが形成され、該第２
開口部が前記第１換気口または前記第２換気口のいずれかと連通したケーシングとを有す
る外気調和機と備える。
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【００１１】
　ここで、部屋構造体は、床部、天井部および壁部を有し、壁部の少なくとも１面が建物
の外壁を構成する外壁部であることにより、上下方向および上下間の四方が閉じられ、少
なくとも１つの壁面が屋外に面した内部空間を有する構造物となる。
【００１２】
　部屋構造体は、その外壁部に、隣接する一方の壁部近傍に第１換気口が形成されると共
に、隣接する他方の壁部近傍に第２換気口が形成されていることにより、一方の換気口を
給気口にすると、他方の換気口が排気口になって、屋外との間で給排気を行うことができ
る。そして、第１換気口と第２換気口は、外壁部において互いに離れた配置となっている
ため、給気側から進入した直後の新鮮な外気が、排気側から即座には排出されにくいよう
になっている。
【００１３】
　空気調和機は、部屋構造体内に配設された室内機と、室内機と室外機とを接続する冷媒
配管を有することにより、冷媒配管内を介して室内機と室外機を循環する冷媒と、部屋構
造体内の空気とによる熱交換が行われ、冷風または暖風である調和空気を部屋構造体内に
供給することができる。
【００１４】
　そして、室内機は、外壁部に対向する壁部方向に送風可能であることにより、給気側と
なる換気口から進入した新鮮な外気を、室内機から吹き出す調和空気の流れに乗せて、外
壁部に対向する壁部に当てることができる。次に、この壁部に当たった外気と調和空気が
混合した空気は、外壁部に対向する壁部の上下左右方向に拡散して部屋構造体内を循環す
る。この結果、部屋構造体内の各所における二酸化炭素や、人体に対する影響が懸念され
る揮発性有機化合物等の化学物質等の濃度（以下「ＣＯ２等濃度」）の偏りを抑制するこ
とができる。
【００１５】
　なお、室内機（複数台の場合は少なくとも１台）は、外壁部の給気側となる換気口の近
傍あるいは天井部に配置されることが好ましく、この配置であれば、給気側となる換気口
から進入した新鮮な外気が調和空気の流れに乗りやすくなると共に、外気調和機により加
熱または冷却された調和外気の熱が多く失われる前に、室内機に取り込むことができる。
また、例えば、室内機に送風口が複数ある場合は、その少なくとも一つが外壁部に対向す
る壁部方向に送風可能であればよい。
【００１６】
　外気調和機は、外壁部の屋外側に配設されていることにより、天井裏や床下に設置する
場合と比較して、新築または既存のいずれの建物に対しても設置が容易であり、また、設
置後の機体が天井や床下等の屋内に掩蔽されない態様であるため、メンテナンスが容易で
ある。なお、外気調和機の導出口と連通した換気口（例えば第１換気口）は、室内に対す
る給気口となり、他方の換気口（例えば第２換気口）が排気口となる。
【００１７】
　排気側となる換気口は、部屋構造体内の空気を排出し、部屋構造体内のＣＯ２等濃度を
下げることができる。なお、排気側となる換気口は、強制排気式であることが好ましいが
、例えば、外気調和機がファン等を有する強制給気式の場合等は、いわゆるガラリ（鎧戸
、ルーバー）等の自然換気式であってもよい。
【００１８】
　そして、外気調和機は、外壁部の屋外側に配設されていることにより、外気が給気側と
なる換気口を通過するまでの間に、熱交換器が外気を加熱または冷却し、外気の温度と部
屋内の空気の温度の差を少なくする（すなわち「外気調和を行う」）ことができる。なお
、外気調和機は、外気の取り込みに際して給気ファンを使用しない（部屋構造体内の負圧
化による）自然換気の場合と、給気ファン等を使用した強制換気の場合のいずれの方式に
よるものであってもよい。
【００１９】
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　外気調和機は、冷媒配管から分岐された分岐管を介して空気調和機の冷媒回路に設けた
熱交換器を有することにより、空気調和機の運転と連動する（外気調和機自体は電力を使
用しない）構造となっている。これにより、機体の運転のための電力と固有の冷媒を要す
ることなく稼動して外気調和を行うことができ、省エネルギーに寄与することができる。
【００２０】
　このような外気調和が行われることにより、部屋構造体内に進入する調和外気と部屋構
造体内の空気との間で極端な温度差が無くなり、空気調和機の目的温度との温度差も小さ
くすることができる。この結果、空気調和機においては、設定した目的温度に達する迄の
多く電力を消費する稼動時間（以下「空気調和機の立ち上がり時間」という）が短縮され
て運転負荷が低減し、外気調和機との協働によって、更に省エネルギーに寄与することが
できる。
【００２１】
　外気調和機は、ケーシングに熱交換器を格納していることにより、屋外環境における熱
交換器の曝露を防止すると共に、熱交換器を外力による変形や汚れの付着から保護するこ
とができる。つまり、主要部である熱交換器が保護されて耐候性や耐久性が向上している
ため、製品寿命の延長化を図ることができる。
【００２２】
　ケーシングは、外気調和機の機体の内外を区画することができる。これにより、外気の
流路が形成されると共に、熱交換器により加熱等された調和外気が機外の空気と混じらな
いように、あるいは、調和外気が機外へ拡散しないようにすることができる。
【００２３】
　ケーシングに形成された第１開口部は、作動時において外気の導入口となって、外気を
導入することができると共に、下方向に開口していることから、風雨等がケーシング内へ
進入しにくいようにすることができる。また、ケーシングの外壁部方向となる背部に形成
された第２開口部は、作動時において、熱交換器で熱交換された外気（調和外気）の導出
口となって、調和外気を機外に導出することができる。このとき、第２開口部が第１換気
口または第２換気口のいずれかと連通しているので、連通した第１換気口または第２換気
口のいずれかを介して、調和外気を拡散させずに部屋構造体内に到達させることができる
。
【００２４】
　また、外気調和機が、熱交換器が通気方向において互いに略非重複となる配置かつ同じ
向きで複数並設されており、熱交換器の各々の冷媒流路が別系統であり、分岐管を更に分
岐する再分岐管を以て系統毎に冷媒が供給されるものである場合は、部屋構造体内に供給
する外気の処理可能量を効率良く増やすことができる。
【００２５】
　なお、「通気方向において互いに略非重複となる配置」とは、熱交換器が通気方向にお
いて互いに重ならない配置を意味し、例えば、２つの熱交換器の一部が僅かに重複する配
置のほか、２つの熱交換器が通気方向とは略直角な方向に並設されて完全に重複しない配
置（完全な非重複配置）も含む意味で使用している。
【００２６】
　例えば、部屋構造体内が閉めきられて滞在する人数が多い場合、当然に部屋構造体内の
ＣＯ２等濃度が高くなり、更に部屋構造体が広い場合は、換気のために外気を多く取り入
れる必要がある。このとき、外気調和機の熱交換器が、前述した構成で複数並設されたも
のであれば、給気口の開口面積を広く取る構造にすることができ、より多くの外気を調和
し取り込むことができる。
【００２７】
　更に、熱交換器の各々の冷媒流路が別系統であり、分岐管を更に分岐する再分岐管を以
て系統毎に冷媒が供給される構造であるため、例えば、冷媒流路が一系統であって通気方
向における表面積が同一である単一の熱交換器と比較して、熱交換器内の流路内の抵抗が
軽減されることから、空気調和装置の圧縮機に加わる負荷が軽減される。加えて、熱交換
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器内の冷媒流路が短いことから冷媒の流速を早めることができ、伝熱効果を高めることが
できる。
【００２８】
　また、外気調和機が設置された第１換気口または第２換気口のいずれかの室内側に、フ
ィルターシートと、中央領域が開口した枠体と、該枠体の周辺に設けられてフィルターシ
ートの縁部を係止して着脱可能に保持する保持部とを含むフィルターシート保持体と、フ
ィルターシート保持体を側方から出し入れ可能に構成され、入れられたフィルターシート
保持体を支持可能な支持枠体とを有するエアフィルター装置が配設されている場合は、フ
ィルターシートによって調和外気に含まれる塵や虫が部屋構造体内に進入することを抑制
することができる。なお、フィルターシートの密度や構造により、例えば花粉やＰＭ２．
５等の進入も防ぐことができる。
【００２９】
　そして、フィルターシートは、交換可能であることにより、目詰まりが起きないように
都度取り替えることができる。更にまた、フィルターシート保持体からフィルターシート
を外して交換するだけで済むため、特別な作業を伴わずにユーザーでも容易に行うことが
でき、運用コストを抑制することができる。なお、フィルターシートは、変形や撓みを抑
制する枠部材を有する構造（フィルター部材）であってもよい。
【００３０】
　フィルターシート保持体は、枠体とフィルターシートの保持部とを含むことにより、保
持部によりフィルターシートの縁部を着脱可能に係止し、枠体に沿ってフィルターシート
を展張して保持することができる。なお、フィルターシート保持体は、枠体中央の開口部
分に、フィルターシートを支えるための網体あるいは棒材を配置してもよく、この場合、
薄く柔軟なフィルターシートであっても、風圧による撓みや変形を抑制することができる
。
【００３１】
　支持枠体は、枠内に入れられたフィルターシート保持体を支持することができる。これ
により、フィルターシートが所定位置からずれて、フィルターシートで濾過していない空
気が通気することがないように、フィルターシート保持体を支持することができる。また
、支持枠体は、フィルターシート保持体を側方から出し入れ可能に構成されていることに
より、フィルターシートの交換作業を簡単に行うことができる。
【００３２】
　ところで、例えば、支持枠体がフィルターシート保持体を下方から出し入れ可能で、エ
アフィルター装置が外壁部の室内側に沿って鉛直かつ天井部近傍に配設されているような
場合、支持枠体からフィルターシート保持体を出し入れするときに手を滑らせたり、ロッ
クが甘かったりしたときに、フィルターシート保持体が下方にいる作業者等に落下して当
たるおそれがある。しかしながら、前述のエアフィルター装置によれば、フィルターシー
ト保持体が支持枠体の側方から出し入れ可能な構造であることにより、自然落下や脱落が
起きにくくなり、落下事故の発生可能性を低減させ、安全性の向上を図っている。
【００３３】
　このように、エアフィルター装置は、室内側に配設されたことにより、部屋構造体内か
らエアフィルターのメンテナンスを行うことができ、利便性が向上した構造となっている
。
【００３４】
　また、外気調和機が設置された第１換気口または第２換気口のいずれかに隣接する壁部
の近傍に教壇が設置されている場合は、部屋構造体を教室として利用することができる。
なお、前述の教壇の設置で、排気側となる換気口に換気扇等の強制排気装置が配設されて
いる場合は、ファンの風切り音等が生じる排気側となる換気口が、教壇から遠位となり、
授業において教壇を使用する者（教師等）の声を聞き取りやすくすることができる。
【００３５】
　また、外気調和機の設置側である第１換気口または第２換気口のいずれかの屋内側に、
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強制給気装置が配設されている場合は、部屋構造体の換気方式を、第１種換気（排気側も
強制排気方式）または第２種換気（排気側は自然排気方式）で行うことができる。更に、
強制給気装置が屋内側に配設されていることにより、強制給気装置の掃除等のメンテナン
ス作業を部屋構造体内側で行うことができるので、利便性が良い。なお、「強制給気装置
」とは、例えば、給気ファン等が挙げられるが、これに限定するものではなく、給気ファ
ンをしないような送風装置等であってもよい。
【００３６】
　また、外気調和機が非設置である第１換気口または第２換気口のいずれかの屋内側に、
強制排気装置が配設されている場合は、部屋構造体の換気方式を、第１種換気（給気側も
強制給気方式）または第２種換気（給気側は自然給気方式）で行うことができる。更に、
強制排気装置が屋内側に配設されていることにより、強制排気装置の掃除等のメンテナン
ス作業を部屋構造体内側で行うことができるので、利便性が良い。
【００３７】
　上記の目的を達成するために、本発明の換気空調構造は、建物内の部屋を構成し、床部
と、天井部と、前記床部と前記天井部の間の四方に配設されて部屋の内外を区画する壁部
とを有し、該壁部の少なくとも１面が屋外に接する外壁部であり、該外壁部には、隣接す
る一方の壁部近傍に第１換気口が形成されると共に、隣接する他方の壁部近傍に第２換気
口が形成された部屋構造体内に配設され、前記外壁部に対向する壁部方向に送風可能な室
内機と、該室内機と室外機とを接続する冷媒配管とを有する空気調和機と、前記外壁部の
屋外側に配設され、前記冷媒配管から分岐された分岐管を介して前記空気調和機の冷媒回
路に設けた熱交換器と、該熱交換器を格納すると共に、下方向に開口した第１開口部と、
前記外壁部方向となる背部に開口した第２開口部とが形成され、該第２開口部が前記第１
換気口または前記第２換気口のいずれかと連通したケーシングとを有する外気調和機と備
える。
【００３８】
　空気調和機は、部屋構造体内に配設された室内機と、室内機と室外機とを接続する冷媒
配管を有することにより、冷媒配管内を介して室内機と室外機を循環する冷媒と、部屋構
造体内の空気とによる熱交換が行われ、冷風または暖風である調和空気を部屋構造体内に
供給することができる。
【００３９】
　そして、室内機は、外壁部に対向する壁部方向に送風可能であることにより、給気側と
なる換気口から進入した新鮮な外気を、室内機から吹き出す調和空気の流れに乗せて、外
壁部に対向する壁部に当てることができる。次に、この壁部に当たった外気と調和空気が
混合した空気は、外壁部に対向する壁部の上下左右方向に拡散して部屋構造体内を循環す
る。この結果、部屋構造体内の各所におけるＣＯ２等濃度の偏りを抑制することができる
。
【００４０】
　外気調和機は、外壁部の屋外側に配設されていることにより、天井裏や床下に設置する
場合と比較して、新築または既存のいずれの建物に対しても設置が容易であり、また、設
置後の機体が天井や床下等の屋内に掩蔽されない態様であるため、メンテナンスが容易で
ある。
【００４１】
　そして、外気調和機は、外壁部の屋外側に配設されていることにより、外気が給気側と
なる換気口を通過するまでの間に、熱交換器が外気調和を行うことができる。また、外気
調和機は、冷媒配管から分岐された分岐管を介して空気調和機の冷媒回路に設けた熱交換
器を有することにより、空気調和機の運転と連動する構造となっている。これにより、機
体の運転のための電力と固有の冷媒を要することなく稼動して外気調和を行うことができ
、省エネルギーに寄与することができる。
【００４２】
　このような外気調和が行われることにより、部屋構造体内に進入する調和外気と部屋構
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造体内の空気との間で極端な温度差が無くなり、空気調和機の目的温度との温度差も小さ
くすることができる。この結果、空気調和機においては、空気調和機の立ち上がり時間が
短縮されて運転負荷が低減し、外気調和機との協働によって、更に省エネルギーに寄与す
ることができる。
【００４３】
　更に、外気調和機は、ケーシングに熱交換器を格納していることにより、屋外環境にお
ける熱交換器の曝露を防止すると共に、熱交換器を外力による変形や汚れの付着から保護
することができる。つまり、主要部である熱交換器が保護されて耐候性や耐久性が向上し
ているため、製品寿命の延長化を図ることができる。また、ケーシングは、外気調和機の
機体の内外を区画することで外気の流路を形成し、熱交換器により加熱等された調和外気
が機外の空気と混じらないように、あるいは、調和外気が機外へ拡散しないようにするこ
とができる。
【００４４】
　ケーシングに形成された第１開口部は、作動時において外気の導入口となって、外気を
導入することができると共に、下方向に開口していることから、風雨等がケーシング内へ
進入しにくいようにすることができる。また、ケーシングの外壁部方向となる背部に形成
された第２開口部は、作動時において、熱交換器で熱交換された外気（調和外気）の導出
口となって、調和外気を機外に導出することができる。このとき、第２開口部が第１換気
口または第２換気口のいずれかと連通しているので、連通した第１換気口または第２換気
口のいずれかを介して、調和外気を拡散させずに部屋構造体内に到達させることができる
。
【００４５】
　上記の目的を達成するために、本発明の換気空調方法は、上下方向および上下間の四方
が閉じられた部屋に室内機が設置された空気調和機の冷媒回路に接続されて冷媒が供給さ
れる熱交換器を用いて、前記部屋の屋外に接する外壁部の屋外側に設置された外気調和機
のケーシングに導入した外気を加熱または冷却する第１工程と、前記外壁部の隣接する一
方の壁部近傍に形成された前記ケーシングと連通した第１換気口を介して前記部屋に加熱
または冷却した前記外気を導入し、かつ、前記室内機で前記外壁部に対向する壁部方向に
送風を行い、前記部屋の空気と導入された前記外気とを対流させて混合すると共に、前記
外壁部の隣接する他方の壁部近傍に形成された第２換気口から排気する第２工程とを備え
る。
【００４６】
　ここで、第１工程においては、外気が、外気調和機のケーシングに入り、熱交換器で加
熱または冷却されて調和外気となる。このとき、熱交換器は、空気調和機の冷媒回路を介
して冷媒の供給を受け、外気の熱交換を行う。
【００４７】
　第２工程においては、第１工程において生成された調和外気が、第１換気口を介して部
屋内に入る。このとき、調和外気は、ケーシングと連通した第１換気口を介し、調和外気
が拡散せずに部屋内に到達する。室内に到達した調和外気が、室内機により行う外壁部に
対向する壁部方向への送風と共に対流し、部屋内の空気と混合する。
【００４８】
　更に、この混合された空気が、室内機から吹き出す調和空気の流れに乗って、外壁部に
対向する壁部に当たり、この壁部の上下左右方向に拡散して部屋内を更に対流し、部屋内
の各所におけるＣＯ２等濃度の偏りを抑制する。
【００４９】
　そして、部屋内を循環した空気は、排気側となる第２換気口を介して屋外に出て（排気
）、部屋内のＣＯ２等濃度が下がる。なお、給気側である第１換気口から進入した直後の
新鮮な外気は、離れた位置にある排気側である第２換気口から即座には排出されにくい。
【発明の効果】
【００５０】
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　本発明によれば、新築または既存のいずれの建物に対しても設置とメンテナンスが容易
であり、部屋内の空調運転中の空気調和機と連動する外気調和機を使用して、空気調和機
の消費電力量を抑制することができると共に、空気調和機から送風される調和空気の流れ
を利用して、調和外気を部屋内に循環させることができる換気空調構造、および、換気空
調方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の換気空調構造（第１実施形態）を示す平面視説明図である。
【図２】図１に示す第２壁部の方向から見た第１壁部を示した説明図である。
【図３】図１に示す外気調和機について、外形および配管を実線で、内部構造を破線で表
しており、（ａ）は機体の正面視説明図、（ｂ）は機体の右側面視説明図である。
【図４】図３に示す外気調和機の熱交換器の保持構造を側方から示す分解説明図である。
【図５】図１に示す換気空調構造の作用を示す説明図である。
【図６】一般的な部屋（換気空調構造の設置前）における二酸化炭素の濃度変化の比較試
験の結果を示すグラフである。
【図７】換気空調構造を設置した部屋と、換気空調構造を非設置の部屋との二酸化炭素の
濃度変化の比較試験の結果を示すグラフである。
【図８】換気空調構造を設置した部屋と、換気空調構造を非設置の部屋との温度変化の比
較試験の結果を示すグラフである。
【図９】換気空調構造を設置した部屋と、換気空調構造を非設置の部屋との消費電力量の
比較試験の結果を示すグラフである。
【図１０】本発明の他の換気空調構造（第２実施形態）であり、第２壁部の方向から見た
第１壁部を示した説明図である。
【図１１Ａ】図１０に示す換気空調構造における給気ファン部の分解説明図（１）である
。
【図１１Ｂ】図１０に示す換気空調構造における給気ファン部の分解説明図（２）である
。
【図１２】図１０に示す換気空調構造の変形例（変形例２）であり、第２壁部の方向から
見た第１壁部を示した説明図である。
【図１３】特許文献１に記載の空調設備である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　図１～図１２を参照して、本発明の実施の形態を更に詳細に説明する。なお、以下の説
明は、〔第１実施形態〕、〔変形例１〕、〔第２実施形態〕、〔変形例２〕の順序により
行う。また、図面各図における符号は、煩雑さを軽減し理解を容易にする範囲内で付して
おり、同一符号が付される複数の同等物についてはその一部にのみ符号を付す場合がある
。
【００５３】
　なお、以下の説明において、前述の「部屋構造体」については単に「部屋」と称する。
また、前述の「壁部」について、前述の「外壁部」は「第１壁部」と、前述の「外壁部に
対向する壁部」は「第２壁部」と称し、第１壁部と第２壁部の間に位置する他の壁部につ
いては、それぞれ、「第３壁部」、「第４壁部」と称する。更に、前述の「第１換気口」
は「給気口」と、前述の「第２換気口」は「排気口」と称する。更にまた、前述の「第１
開口部」は「導入口」と、前述の「第２開口部」は「導出口」と称する。
【００５４】
〔第１実施形態〕
　図１～図５を参照する。換気空調構造Ｒ１は、部屋１と、空気調和機２と、外気調和機
３と、エアフィルター装置４と、排気装置５とを備える。各部については以下詳述する。
【００５５】
（部屋１）
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　部屋１は、床部１０と、天井部１１と、第１壁部１２と、第２壁部１３と、第３壁部１
４と、第４壁部１５とを有する。本実施形態において、部屋１は教室であり、第３壁部１
４の近傍に教壇１４１が設置されている。
【００５６】
　天井部１１は、床部１０の上方に配置されている。なお、本実施形態において部屋１は
教室であることから、床部１０から天井部１１までの間は、建築基準法施行令第２１条第
２項に基づく高さ（少なくとも３メートル）に設けられている。
【００５７】
　第１壁部１２は、天井部１１と床部１０の間で建物の外壁を構成する。なお、本実施形
態において部屋１が教室であることから、一般的な学校の構造では、採光等の点から運動
場等の外に面した壁の形成が義務づけられており、第１壁部１２が当該壁に該当する。
【００５８】
　第１壁部１２は、中央に柱（符号省略）を有し、柱を挟んで両側には、床部１０から天
井部１１に至る高さのガラス窓（符号省略）が配設されている。このガラス窓は、約２メ
ートル程度の高さである鴨居状の上部水平材を挟んで、下方に設けられた通常の引き違い
窓１２４の部分と、上方に設けられた欄間窓（高窓）１２５の部分を有する（図２参照）
。
【００５９】
　本実施形態において、部屋１は、第１壁部１２の外にベランダ１２３を有する構造で、
ベランダ１２３に後述する室外機２３を設置している。しかしながら、当該態様に限定す
るものではなく、例えば、室外機２３は第１壁部１２の外面に設けた架台等を介して取り
付ける態様であってもよい。
【００６０】
　また、第１壁部１２には、給気口１２１と排気口１２２が設けられている。本実施形態
において、給気口１２１は、第３壁部１４に最も近い欄間窓（即ち、第３壁部近傍の領域
）を取り外し、その空隙に設けたものであり、排気口１２２は、第４壁部１５に最も近い
欄間窓（即ち、第４壁部近傍の領域）を取り外し、その空隙に設けたものである。しかし
ながら、前述の態様に限定するものではなく、例えば、壁面に形成された穴を以て給気口
あるいは排気口とする態様等の各種建築構造であってもよい。
【００６１】
　第２壁部１３は、床部１０と天井部１１を間に挟んで、第１壁部１２の対向方向に配置
されている。なお、本実施形態において部屋１が教室であることから、一般的な学校の構
造では外壁に対向する壁は、廊下１３０と教室とを区画し、廊下１３０への出入口１３１
が形成されており、第２壁部１３が当該壁に該当する。
【００６２】
　第３壁部１４は、第１壁部１２と第２壁部１３の間のいずれか一方側の側端間を閉じる
ように配置された壁である。本実施形態において第３壁部１４は、前述の通り、第３壁部
１４に沿って教壇１４１が設けられ、黒板等の表示装置１４２が設けられている。
【００６３】
　第４壁部１５は、床部１０と天井部１１を間に挟んで、第３壁部１４の対向方向に配置
され、第１壁部１２と第２壁部１３の間の他方側の側端間を閉じるように設けられた壁で
ある。
【００６４】
　本実施形態において、教室である部屋１は前述の構造であるが、これに限定するもので
はなく、例えば、部屋が建物の端部（いわゆる角部屋）にある場合、第４壁部も窓を有す
る外壁となり得る。更に、廊下への出入口が第４壁部に設けられる場合もありうる。
【００６５】
（空気調和機２）
　空気調和機２は、室内機２１と、室内機２１と冷媒配管２２を介して接続された室外機
２３とを有する、いわゆるパッケージエアコンである。室内機２１は、部屋１内の第１壁
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部１２近傍に配設され、第２壁部１３方向に送風口２１１を向けて配置されている。冷媒
配管２２は、室内機２１と室外機２３の間で分岐されて、外気調和機３の熱交換器３１で
流通する冷媒を供給可能としている。なお、本実施形態において、室内機２１が天井吊型
のパッケージエアコンであるが、これに限定するものではなく、例えば、天井カセット型
、壁掛型、床置型等であってもよく、また、いわゆるルームエアコンであってもよい。
【００６６】
（外気調和機３）
　外気調和機３は、第１壁部１２の部屋１外側に配設され、熱交換器３１と、熱交換器３
１を格納するケーシング３２とを有する。外気調和機３は、図３～図４に示すように、第
１壁部１２の給気口１２１に、導出口３２２を合わせるようにして第１壁部１２の外面に
設置されている。外気調和機３の各部については、図１～図４（特に図３）を参照して、
以下詳述する。
【００６７】
　＜熱交換器３１＞
　熱交換器３１は、冷媒配管２２から分岐された分岐管２２１（図２参照）を介して空気
調和機２の冷媒回路に組み込まれ、ケーシング３２内に導入された外気との間で熱交換可
能なものである。
【００６８】
　本実施形態では、２つの熱交換器３１が、通気方向において互いに重複しない配置で左
右方向に並べて設けられている（図３（ａ）参照）。各熱交換器３１は、冷媒流路が別系
統であり、分岐管２２１を更に分岐する再分岐管２２２ａ、２２２ｂを以て系統毎に冷媒
が供給される。
【００６９】
　各熱交換器３１は、直線部分と折り返し部分が交互に連続する蛇行形状である伝熱管（
図示省略）と、伝熱管の径方向に交差した複数のフィン（図示省略）からなる、いわゆる
フィンチューブ式である。各熱交換器３１は、伝熱管の直線部分各段の軸方向と、設置さ
れた外気調和機３の鉛直方向とが直交するように設けられており、これによって冷媒に含
まれる潤滑油成分が折り返し部分に溜まることを抑制している。
【００７０】
　各熱交換器３１は、伝熱管と接続した第１出入管３１１と第２出入管３１３を有し、第
１出入管３１１の先端には第１ジョイント部３１２が、第２出入管３１３の先端には第２
ジョイント部３１４が、それぞれ設けられている。第１ジョイント部３１２と第２ジョイ
ント部３１４は、空気調和機２に繋がる冷媒配管（再分岐管２２２ａ、２２２ｂ）との接
続および接続解除が可能なものである。
【００７１】
　前述の通り、熱交換器３１が左右方向に２つ配置してあるため、一方の熱交換器３１の
第１出入管３１１と第１ジョイント部３１２は、ケーシング３２の一方の側面（図３（ａ
）で右側）に配置され、接続される再分岐管２２２ａの取り回しがしやすいようしてある
。同様に、他方の熱交換器３１の第２出入管３１３と第２ジョイント部３１４は、ケーシ
ング３２の他方の側面（図３（ａ）で左側）に配置され、接続される再分岐管２２２ｂの
取り回しがしやすいようしてある。
【００７２】
　各熱交換器３１は、後述する導出口３２２の各々を覆う大きさに設けられている。そし
て、熱交換器３１は、各々が、後述する熱交換器保持構造部３４０および区画部３１５に
よって、導出口３２２と所定の間隔を空け、かつ、機体の正面からみて導出口３２２を覆
う態様で保持されている。
【００７３】
　熱交換器３１と後述するベース部３３０の間には、区画部３１５が設けられている。区
画部３１５は、方形の四方枠であり、断面視Ｃ型のチャンネル材の開口部分を枠内方向へ
向けた態様で形成され、略気密な構造になっている。また、区画部３１５は、枠の内側の
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開口部分の内形（口縁部分）が熱交換器３１の外形と略同じに設定されており、この開口
部分を塞ぐようにして熱交換器３１が着脱可能に取り付けられている。そして、区画部３
１５は、枠内の領域に導出口３２２が位置するように取り付けられて枠の内外を区画して
おり、基板部３３０と取り付けた熱交換器３１との間に、所定広さの空間を形成している
（図３参照）。
【００７４】
　区画部３１５は、取着時において後述する水受け部３５０の方向となる部分に、水抜き
孔３１７が形成されており（図３（ａ）参照）、熱交換器３１から区画部３１５内へ滴下
した結露水を、水受け部３５０へ排出できるようにしてある。また、区画部３１５は、取
着時に左右となる面の側にネジ孔（図示省略）が形成され、このネジ孔に掛止用ネジ３１
６が螺着されている。
【００７５】
　このネジ孔および掛止用ネジ３１６は、後述する熱交換器保持構造部３４０の掛止用切
欠３４１と対応する位置および数が設けられており、掛止用ネジ３１６を掛止用切欠３４
１に掛止することで、熱交換器保持構造部３４０に区画部３１５（および取り付けられた
熱交換器３１）を着脱可能に取り付けることができる（図４参照）。
【００７６】
　本実施形態においては、区画部３１５と熱交換器保持構造部３４０は別体であるが、こ
れに限定するものではなく、例えば、区画部と熱交換器保持構造部とが一体化した構造で
あってもよい。その場合、熱交換器保持部として、導出口の周壁内側の口縁に沿って隔壁
状に形成され、導出口と熱交換器が重なるように保持する構造となることがありうる。そ
して、この熱交換器保持部によれば、隔壁部分によって、熱交換器から導出口に至る領域
を区画し、調和外気が導出口以外の方向へ拡散しないようにすることができ、導出口と熱
交換器が重なるように保持することにより、熱交換器を通過した調和外気が最短距離で導
出口に到達する態様となる。
【００７７】
　＜ケーシング３２＞
　ケーシング３２は、主に金属材により形成されており、第１壁部１２の外面に沿って設
置した際に、機体の背面側となる基体３２３と、機体の前面側となる周壁体３２０からな
り、基体３２３に対し周壁体３２０を着脱可能な構造である。この着脱構造は、基体３２
３に形成されたネジ等挿通孔（図示省略）と、周壁体３２０のフランジ部３２６に形成さ
れたネジ等挿通孔３３２（後述）とを各々連通させてボルト（図示省略）を嵌挿し締結し
て行うものである。なお、他の公知の着脱構造（例えば凹凸による係止構造）を採用する
こともできる。以下、ケーシング３２の各部について詳述する。
【００７８】
　＜基体３２３＞
　基体３２３は、基板部３３０、熱交換器保持構造部３４０、および水受け部３５０を有
している（図３、図４参照）。
【００７９】
　基板部３３０は、第１壁部１２の外面に沿う形状で、後述する取付枠体３２８の外形よ
りもやや小さな矩形板状である。基板部３３０は、略中央に矩形の２つの開口部が仕切り
を挟んで左右方向に並んで形成されており、各開口部が導出口３２２となる。各導出口３
２２を合わせた外形の大きさは、第１壁部１２の給気口１２１の外形と略同じである。ま
た、基板部３３０は、板厚方向に貫通し、第１壁部１２への設置に使用するボルト、ネジ
、釘、ピンまたはアンカーボルト等の固定部材（以下「ネジ等」という）を挿通可能なネ
ジ等挿通孔３３２が複数形成されている。
【００８０】
　熱交換器保持構造部３４０は、導出口３２２毎に設けられており、熱交換器３１のフィ
ンの長手方向と導入口３２１から導出口３２２に向かう方向とが略一致する態様で、熱交
換器３１を保持する構造である。換言すると、熱交換器保持構造部３４０は、機体の設置
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状態において、熱交換器３１のフィンの長手方向が機体の垂直方向と略一致する態様で熱
交換器３１を保持することとなる。
【００８１】
　熱交換器保持構造部３４０は、各々が導出口３２２の左右両側方の外縁に沿って設けら
れた一対の板体であり、各々が基板部３３０から周壁体３２０の方向（図３（ａ）におい
て正面方向）に立ち上がった形状である（図４参照）。
【００８２】
　また、熱交換器保持構造部３４０は、長手方向に所定の間隔で掛止用切欠３４１が設け
られている。各掛止用切欠３４１は、板体の先端（換言すると機体の正面側）から機体下
方となる側に向けて下る鈎状の形状である（図４参照）。
【００８３】
　熱交換器保持構造部３４０は、前述した区画部３１５の掛止用ネジ３１６の首部分を、
掛止用切欠３４１に引っ掛けることで、区画部３１５（と、それに取り付けられた熱交換
器３１を）係止することができる。この係止態様によれば、熱交換器保持構造部３４０が
、熱交換器３１を含む区画部３１５を保持することで、正面壁部３２４、基板部３３０お
よび側板部３２６の各内面と、熱交換器３１との間に、所定間隔を空けることができる。
【００８４】
　水受け部３５０は、熱交換器３１と導入口３２１の間となる箇所に配設されており、水
受け支持部３５１、ドレンパン３５２、排水経路３５３を有する構造である。
【００８５】
　水受け支持部３５１は、基板部３３０から機体正面側へ立ち上がっており、ドレンパン
３５２の長手方向の長さよりも僅かに長い距離を空けて、機体左右方向に対向して設けら
れている。水受け支持部３５１は、各々が対向する方向と上方向が開口した有底の受け形
状（底面と三方の側面を有する形状）であり、ドレンパン３５２を着脱可能に支持できる
と共に、取着時においてドレンパン３５２が外れにくい形状になっている。
【００８６】
　ドレンパン３５２は、底面と底面から立ち上がった四方の側面を有し、取着時において
上方（換言すると、熱交換器３１に向く側）が開口する開口部を有する有底箱形である。
ドレンパン３５２は、開口部が熱交換器３１下方の端面よりもやや広く設けられ、ドレン
パン３５２の側面は底方向に向かうにつれて幅が徐々に窄まった形状である。なお、本実
施形態において、ドレンパン３５２の横方向の長さは、各熱交換器３１の横方向の幅を合
計した長さよりも長く形成され、各熱交換器３１から滴下する結露水を漏らさないように
受けるようにしてある。また、ドレンパン３５２は、その外面にシート状の断熱材（図示
省略）が貼設されている。
【００８７】
　排水経路３５３は、一端側がドレンパン３５２の内底面中央に形成された水抜き孔３５
４と連通し、他端側が機外に導出された管体であり、ドレンパン３５２内へ滴下した結露
水等の内部の溜まり水を機外に排水することができる。なお、排水経路３５３は、その先
部の態様を限定するものではなく、例えば、エアコンのドレン配管と接続する、雨水や雑
排水系統と接続する、あるいは、単に屋外に開放する態様であってもよい。
【００８８】
　＜周壁体３２０＞
　周壁体３２０は、略方形の箱状であり、基体３２３との取着状態において基板部３３０
と対向する位置に設けられる正面壁部３２４と、正面壁部３２４の外縁部分から背部方向
へ向かって延設された三方（上方と左右方向）の側面が一体となった構造の側面壁部３２
５と、側面壁部３２５から略直角に曲がり外方に延出した所定幅のフランジ部３２６と、
正面壁部３２４と側面壁部３２５の内面に設けられた断熱構造部３２７とを有する。
【００８９】
　周壁体３２０は、側面壁部３２５が形成されていない部分（つまり開口した下部分）が
導入口３２１となる。導入口３２１は、開口部分を覆う網状あるいは格子状で、鳥や小動
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物等の進入を防止するフィルター部材（図示省略）が取り付けられる。そして、周壁体３
２０は、正面壁部３２４と対向する部分（つまり開口した背部）に、導出口３２２等が形
成された基体３２３を取り付ける。
【００９０】
　側面壁部３２５は、上面となる箇所に、基板部３３０から正面壁部３２４に向かう間の
領域に曲げ部分を有し、正面壁部３２４方向へ下り傾斜する二面から成っている。これに
より、側面壁部３２５の上面に埃が堆積にくく、機体正面方向からの強風による正面壁部
３２４に加わる荷重を受け流しやすい。
【００９１】
　正面壁部３２４と側面壁部３２５は、その外面が撥水可能な素材または形状で形成され
るか、あるいは、撥水塗料でコートされた加工が施されている。断熱構造部３２７は、断
熱層を間に挟んで接着面と熱反射面を有するシート状の断熱部材を、正面壁部３２４と側
面壁部３２５の内面に貼付した構造である。
【００９２】
　なお、断熱構造部は、前述の態様に限定するものではなく、例えば、正面壁部と側面壁
部が、断熱性と熱反射性を有する素材または形状で形成されるか、あるいは、断熱性と熱
反射性を有する加工が施されているものであってもよい。そして、断熱構造部は、機体の
外面となる外面板、機体の内面となる内面板、および内面板と外面板の間に配設された断
熱材からなる（または断熱材を使用せず、板間を極低圧にする）構造であってもよい。
【００９３】
＜取付枠体３２８＞
　取付枠体３２８は、矩形の板状であり、中央に開口部３２９が形成されている。取付枠
体３２８は、前述した欄間窓１２５の窓枠に嵌め入れて使用するものであり、開口部３２
９と導出口３２２の位置を合わせて、外気調和機３を取り付ける（図１０参照）。
【００９４】
（エアフィルター装置４）
　エアフィルター装置４は、給気口１２１を通気可能に覆うものであり、部屋１内側にお
いて第１壁部１２に沿って設けられている。なお、本実施形態では、エアフィルター装置
４は、フィルターシートを有するガラリである。
【００９５】
（排気装置５）
　排気装置５は、排気口１２２に配設され、本実施形態では、いわゆる換気扇である。換
気空調構造Ｒ１における換気は、自然給気手段である外気調和機３と、強制排気手段であ
る排気装置５とにより、第３種換気（排気は機械換気、給気に自然換気を用いる）方式と
なっている。
【００９６】
（作　用）
　図１～図５を参照して、換気空調構造Ｒ１の作用効果について説明する。
　部屋１は、第１壁部に給気口１２１および排気口１２２が形成されていることにより、
屋外との間で給排気を行うことができる。このとき、給気口１２１と排気口１２２は、第
１壁部１２において互いに離れた配置となっているため、給気口１２１から進入した直後
の新鮮な外気が、排気口から即座には排出されにくいようになっている。
【００９７】
　空気調和機２は、その運転開始により、部屋１内の空気と冷媒配管２２内を循環する冷
媒による熱交換が行われ、調和空気を部屋１内に供給する。
【００９８】
　このとき、空気調和機２の室内機２１の送風口２１１が第２壁部１３方向に向けられて
いるため、給気口１２１から進入した新鮮な外気が、室内機２１から吹き出す調和空気の
流れに乗って、まず第２壁部１３に当たり、次に、第２壁部１３に当たった外気と調和空
気が混合した空気が、第２壁部１３の上下左右方向に拡散して部屋１内を循環し、外気と
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部屋１内の空気を混合することができる（図５参照）。この結果、部屋内の各所における
ＣＯ２等濃度の偏りを抑制することができる。
【００９９】
　そして、室内機２１が、給気口１２１の近く、かつ、天井部に配置されており、給気口
１２１から進入した新鮮な外気が、冷房運転時には水平層流で、暖房運転時には上昇流と
なる調和空気の流れに乗りやすい。更に、外気調和機３による調和外気の熱が多く失われ
る前に、室内機２１に取り込むことができる。
【０１００】
　外気調和機３は、第１壁部１２の屋外側に配設されていることにより、天井裏や床下に
設置するものと比較して、新築または既存のいずれの建物に対しても設置が容易であり、
また、設置後の機体が天井や床下等の屋内に掩蔽されない態様であるため、メンテナンス
が容易である。
【０１０１】
　外気調和機３は、外気が給気口１２１を通過するまでの間に、熱交換器３１によって、
外気調和を行うことができる。また、本実施形態では、外気調和機３は並設された２つの
熱交換器３１を有するため、教室のような広い空間であっても、充分な量の外気調和と、
調和外気の給気を行うことができる。
【０１０２】
　外気調和機３による外気調和が行われることで、進入する調和外気と部屋内の空気との
間で極端な温度差が無くなり、空気調和機２の目的温度との温度差も小さくすることがで
きる。この結果、空気調和機２においては、設定した目的温度に達する迄の立ち上がり時
間が短縮され、空気調和機２の運転負荷を低減することができる。加えて、外気調和機３
においては、空気調和機２の冷媒回路に組み込まれていることにより、空気調和機２の運
転と連動する（外気調和機３自体は電力を使用しない）構造となっているので、機体の運
転のための電力と固有の冷媒が不要である。つまり、前述の空気調和機と外気調和機とが
協働することにより、省エネルギーに寄与することができる。
【０１０３】
　外気調和機３は、ケーシング３２を有することにより、屋外環境における熱交換器３１
の曝露を防止すると共に、熱交換器３１を外力による変形や汚れの付着から保護すること
ができる。つまり、耐候性や耐久性が向上しているため、製品寿命の延長化を図ることが
できる。また、熱交換器３１がフィンチューブ式であることにより、熱交換効率が良く、
通過する外気を効率良く加熱または冷却することができる。また、フィンチューブ式の熱
交換器３１は、小型軽量であるため、外気調和機３の機体全体を小型軽量化することがで
きる。この結果、設置した第１壁面１２に加わる負荷を少なくすることができる。
【０１０４】
　周壁体３２０は、機体の内外を区画して外気の流路を形成すると共に、熱交換器３１に
より加熱等された調和外気が機外の空気と混じらないように、あるいは、調和外気が機外
へ拡散しないようにすることができる。また、断熱構造部３２７は、ケーシング３２内に
進入した外気および調和外気が、機外の環境に起因する熱の影響を受けることを抑制ある
いは低減することができる。例えば、外気調和機３の周壁体３２０の外表面が、夏期に当
たる直射日光で高温になるか、あるいは、冬期に当たる風雪等で低温になるとしても、こ
れらの熱が機内（例えば、周壁体３２０の内表面）に直接伝わることが抑制あるいは低減
される。
【０１０５】
　導入口３２１は、外気を導入することができると共に、風雨等がケーシング３２内へ進
入しにくいようにすることができる。また、導出口３２２は、調和外気を拡散させずに給
気口に到達させ、部屋内に導出することができる。更にまた、熱交換器保持部３４０は、
熱交換器３１を通過した調和外気が導出口１２２以外の方向へ拡散しないようにし、かつ
、最短距離で導出口に到達するようになっている。
【０１０６】
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　エアフィルター装置４は、調和外気に含まれる塵や、虫が部屋内に進入することを防ぐ
ことができる。排気装置５は、部屋１内の空気を排出することができ、部屋内のＣＯ２等
濃度を下げることができる。
【０１０７】
　ところで、近年の気象状況によれば、従来の盛夏または厳冬の時期以外にも空気調和機
を使用する機会が増えており、空気調和機を使用の際には当然窓は閉めることになる。更
に、ＰＭ２．５や黄砂、花粉が飛来する時期には、外気温が適温で空気調和機を使用しな
い状況であっても、窓を閉めることもある。
【０１０８】
　近年、新設あるいは改築された部屋の多くは高気密構造であることから、空気調和機の
使用により換気が行われない状態が長く続くと、ＣＯ２濃度が上昇する。特に、部屋が教
室の場合、多くの児童あるいは生徒が長い時間在室することから、特にＣＯ２濃度の上昇
が顕著である（後述する図６のグラフを参照）。ＣＯ２濃度が高くなると、軽度の場合で
も眠気や集中力の低下を招くため、学習の場である教室は、常に適切なＣＯ２濃度である
ことが望ましい。
【０１０９】
　これに対し、換気空調構造Ｒ１によれば、部屋、特に教室として、前述の通り、快適な
空間を提供することができる。また、施工時においては、新築または既存のいずれの建物
に対しても設置が容易であり、運用に際しては消費電力量を抑制することもできるため、
施設管理者の経済的負担も軽減することができる。更に、換気空調構造Ｒ１は、運用時の
消費電力量の抑制によって省エネルギーに寄与するものであり、環境負荷低減技術として
社会貢献に寄与するものとなっている。
【０１１０】
　また、換気空調構造Ｒ１によれば、各部屋に設置してあるエアコンを熱源にすることが
でき、このことは、部屋単位で熱源を確保できることを意味し、部屋単位での換気空調が
可能であることを意味する。そのため、未使用の部屋の換気空調を行わない等、きめ細や
かな運用が可能となり、省エネルギー化に寄与すると共に、ランニングコストの削減にも
寄与するものとなっている。
【０１１１】
〔換気空調方法〕
　換気空調方法について説明する。換気空調方法は、第１工程と第２工程を有する。
【０１１２】
　第１工程では、前述の熱交換器３１を用いて、外気調和機３のケーシング３２に導入し
た外気を加熱または冷却する。
【０１１３】
　第２工程では、前述の外気調和機３で外気調和した調和外気を、導出口３２２と連通し
た給気口１２１を介して部屋１に導入し、かつ、室内機２１で第２壁部１３方向に送風を
行い、部屋１の空気と導入された調和外気とを対流させて混合すると共に、排気口１２２
から排気を行う。
【０１１４】
　第１工程においては、外気は、外気調和機３の導入口３２１から入る。次に、ケーシン
グ３２内の熱交換器３１で加熱または冷却されて調和外気となる。このとき、外気調和機
３の熱交換器３１は、空気調和機２の冷媒回路を介して冷媒の供給を受けて外気の熱交換
を行う。
【０１１５】
　第２工程においては、調和外気が、外気調和機３の導出口３２２を介して室内に入る。
このとき、調和外気は、給気口１２１と連通した導出口３２２を介して拡散せずに部屋１
内に到達する。そして、室内に到達した調和外気が、室内機２１により行う第２壁部１３
方向への送風と共に対流し、部屋１内の空気と混合する。
【０１１６】



(17) JP 6765144 B1 2020.10.7

10

20

30

40

50

　更に、この混合された空気が、室内機２１から吹き出す調和空気の流れに乗って、第２
壁部１３に当たり、第２壁部１３の上下左右方向に拡散して部屋１内を対流（室内を循環
）し、部屋１内の各所におけるＣＯ２等濃度の偏りを抑制する。そして、部屋１内を循環
した空気は、排気口１２２を介して屋外に出て（排気）、部屋１内のＣＯ２等濃度が下が
る。なお、給気口１２１から進入した直後の新鮮な外気は、離れた位置にある排気口１２
２から即座には排出されにくい。
【０１１７】
〔試　験〕
　換気空調構造Ｒ１の能力がどのように発揮されるか、暖房運転を行った場合のＡ教室と
Ｂ教室との比較試験を行った。Ａ教室とＢ教室は、同じ学校の隣接する教室であり、広さ
と形状において略同じ構造である。また、Ａ教室とＢ教室には、同機種の空気調和機２が
同じ数（室内機が２台、室外機が１台である空気調和機１機）かつ同じレイアウトで配設
されている。
【０１１８】
（試験１（１）．本発明の施工前における二酸化炭素の濃度変化の比較試験）
　図６を参照する。図６は、Ａ教室とＢ教室に換気構造を設置する前である２０１９年１
月９日に行った事前評価の結果である。同日は、Ａ教室とＢ教室共に、通常授業が行われ
、２５名の生徒と教員により教室を使用した。また、Ａ教室とＢ教室は、共に、原則とし
て授業中は窓等を閉め切り、空気調和機を運転させた。また、Ａ教室とＢ教室共に、ＣＯ

２モニターを第４壁部中央に配置し、５分毎に計測を行った。
【０１１９】
　この結果、二酸化炭素濃度は、Ａ教室において最大で約２３００ＰＰＭを記録し、Ｂ教
室において最大で約２５００ＰＰＭを記録した。なお、日中における急激な二酸化炭素濃
度の減少は、休憩時間や教員の指示による換気に伴うものであり、夕方における急激な二
酸化炭素濃度の減少は生徒の下校に伴うものである。
【０１２０】
（試験１（２）．本発明の施工後における二酸化炭素の濃度変化の比較試験）
　Ａ教室は、前述の換気空調構造Ｒ１で構成されている。一方、Ｂ教室は、排気口にはＡ
教室と同じ排気装置（換気扇）を備えているが、給気口にはガラリのみが配設されて外気
調和機３を備えていない、単なる換気構造である。
【０１２１】
　図７を参照する。図７は、Ａ教室を換気空調構造Ｒ１とし、Ｂ教室を換気構造とする工
事の施工後である２０１９年１月３１日に行った計測の結果である。同日は、Ａ教室とＢ
教室共に、通常授業が行われ、２５名の生徒と教員により教室を使用した。また、Ａ教室
とＢ教室は、共に、授業中は窓等を閉め切り、空気調和機を使用すると共に、排気装置を
「強」で使用した。この結果、二酸化炭素濃度は、Ａ教室とＢ教室は共に最大で約１３０
０ＰＰＭを記録するにとどまった。
【０１２２】
（試験１（１）および（２）の結果に対する考察）
　図６と図７を比較すると、換気空調構造または換気装置を設置した後の方が、二酸化炭
素濃度の最大値が低下している。これは、排気装置の「強」運転により部屋内が負圧にな
り、給気口から導入された新鮮な外気によって二酸化炭素濃度の最大値が大幅に低下した
ものと推察される。つまり、排気装置を設置し運転することが、部屋内の二酸化炭素濃度
の低減に有効であることが明らかとなった。
【０１２３】
（試験２．温度変化の比較試験）
　図８を参照する。図８は、換気空調構造または換気装置の設置後である２０１９年２月
３日に行った計測の結果である。同日は休日であり、Ａ教室とＢ教室共に、生徒と教員が
不在の教室を使用した。また、Ａ教室とＢ教室は、共に、窓等を閉め切り、空気調和機２
を使用した。また、排気装置は、Ａ教室とＢ教室共に「強」で使用した。
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【０１２４】
　図８に示すグラフには、Ａ教室とＢ教室における温度変化が示され、Ａ教室における第
２壁部１３近傍（図８に示す丸ａ）、Ａ教室における第４壁部１５近傍（図８に示す丸ｂ
）およびＡ教室における第３壁部１４近傍（図８に示す丸ｃ）の各々で計測された温度変
化と、Ｂ教室における第２壁部近傍（図８に示す丸ｄ）、Ｂ教室における第４壁部近傍（
図８に示す丸ｅ）およびＢ教室における第３壁部近傍（図８に示す丸ｆ）の各々で計測さ
れた温度変化と、が示されている。
【０１２５】
　なお、各部における温度計測は、また、Ａ教室とＢ教室におけるにおける計測は、第２
壁部１３は中央部、第３壁部１４は給気口１２１近傍、第４壁部１５は排気口１２２近傍
において、それぞれ床部から１．１メートルの高さ（着席時における学生の頭部ないし胸
部にかかる高さ）に温度測定器を配置し、５分毎に計測を行った。
【０１２６】
（試験２の結果に対する考察）
　図８に示すグラフによれば、Ａ教室は、第２壁部１３近傍および第４壁部１５近傍の各
々で計測された温度は、ほぼ同じ数値で推移しており、第３壁部１４近傍で計測された温
度がやや低い（第２壁部１３近傍および第４壁部１５近傍よりも約０．５度低い）結果と
なった。第３壁部１４近傍の温度が低い理由としては、室温より低い外気が進入する給気
口１２１に近いことが原因であると推察される。
【０１２７】
　しかしながら、Ａ教室における第２壁部１３近傍および第４壁部１５近傍で計測された
温度と、第３壁部１４近傍で計測された温度との差は、約１度程度であって、Ａ教室内に
おいて大きな温度差は無いものと言える。
【０１２８】
　Ｂ教室は、第２壁部近傍および第４壁部近傍の各々で計測された温度は、ほぼ同じ数値
で推移しているものの、第３壁部近傍で計測された温度がかなり低い（第２壁部近傍およ
び第４壁部近傍よりも約１．３度低い）結果となった。Ａ教室の場合と同様、Ｂ教室にお
ける第３壁部近傍の温度が低い理由は、室温より低い外気が進入する給気口に近いことが
原因であると推察される。
【０１２９】
　更に、Ｂ教室における第３壁部近傍の計測温度は、室内の計測温度の中で最も低く、Ｂ
教室における第３壁部近傍の計測温度は、Ａ教室における第３壁部１４近傍の計測温度よ
りも、約１度低い。そして、実験開始（６：００）から所定時間経過（９：４０）までの
間、Ａ教室における各部の平均温度は、Ａ教室における各部の平均温度よりも高い。
【０１３０】
　つまり、外気調和機３を備えるＡ教室は、空気調和機２の立ち上がりが早く、また、Ａ
教室における各部の平均温度に差が少ない環境となっている。この環境によれば、室内に
居る者（以下「在室者」という）の席によって寒暖差が大きいことに起因する不快感が軽
減され、多くの在室者の快適感向上に寄与することができる。
【０１３１】
（試験３．消費電力量の比較試験）
　図９を参照する。図９は、換気構造の設置後である２０１９年２月３日に行った計測の
結果である。同日は休日であり、Ａ教室とＢ教室共に、生徒と教員が不在の教室を使用し
た。また、Ａ教室とＢ教室は、共に、窓等を閉め切り、空気調和機を使用した。また、排
気装置は、Ａ教室とＢ教室共に「強」で使用した。計測時間は９：２０～１２：１０であ
る。なお、Ａ教室は、空気調和機の目標温度を２２度に設定し、Ｂ教室は、空気調和機の
目標温度を２４度に設定した。これにより、床部からの高さが１．１メートルの地点にお
けるＰＭＶ（Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ　Ｍｅａｎ　Ｖｏｔｅ「予想平均温冷感申告」値および
室温がほぼ同じになった。
【０１３２】
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（試験３の結果に対する考察）
　上記設定温度において、ピーク電力はＡ教室の方が高かったものの、アベレージではＡ
教室が１．９６ｋＷ、Ｂ教室が２．３０ｋＷとなった。
【０１３３】
　この結果から、Ａ教室においては、外気調和機３に冷媒を循環させる分、立ち上がり時
の空気調和機２の消費電力が高くなるが、外気調和機３による調和外気の室内への進入に
より室温が維持され（換言すると、室温が目標温度から急激に低下しにくく）、結果とし
て、アベレージの消費電力量がＢ教室よりも抑制されたものと推察される。
【０１３４】
　一方、Ｂ教室においては、外気調和機３が存在しないことから、室温との温度差が大き
い外気が室内に継続的に進入し、外気により室温の低下が著しい。このため、目標温度到
達のために空気調和機２が頻繁に稼働し、結果として、アベレージの消費電力量がＡ教室
よりも増加されるものと推察される。
【０１３５】
　（まとめ）
　すなわち、Ａ教室とＢ教室を比較した場合、換気空調構造Ｒ１であるＡ教室の方が、空
気調和機２の消費電力量を抑制することができると共に、空気調和機２から送風される調
和空気の流れを利用し調和外気を部屋内に循環させることで、教室内の温度を均質にし、
二酸化炭素濃度を低減させる換気を行う効果に優れている。
【０１３６】
〔変形例１〕
　第１実施形態において、排気装置５は換気扇であるが、ガラリ等の自然排気手段であっ
てもよい。図示は省略するが、換気空調構造（変形例１）は、給気口に外気調和機（自然
換気手段である前述の外気調和機３を使用）が配設され、排気口にガラリ（自然換気手段
）である排気装置が配設された、自然換気方式となっている。変形例１の換気空調構造に
よれば、稼動するファン等が存在しないため、換気に関する消費電力が発生せず、また、
ファンのメンテナンスを要しない構造にすることができる。また、静粛性も高い。
【０１３７】
〔第２実施形態〕
　図１０、図１１Ａを参照する。図１０に示す換気空調構造Ｒ２は、換気空調構造Ｒ１の
他の実施形態（第２実施形態）である。なお、換気空調構造Ｒ２は、後述する箇所以外は
換気空調構造Ｒ１と同様であるため、相違点についてのみ説明し、共通部分には同じ符号
を付してその構造の説明を省略し、共通する作用効果の説明についても省略する。
【０１３８】
　換気空調構造Ｒ２は、給気口１２１の屋内側に、エアフィルター部４０と給気ファン部
４３と組み合わせたエアフィルター装置４ａを有している（図１０、図１１Ａ参照）。つ
まり、換気空調構造Ｒ２における換気は、強制給気手段である給気ファン部４３と、強制
排気手段である排気装置５とにより、第１種換気（給気排気共に機械換気を用いる）方式
となっている。
【０１３９】
　エアフィルター部４０は、基板部３３０と後述するファン本体取付枠３６２の間に配置
されており、フィルターシート４０１と、フィルターシート保持体４１と、支持枠４２に
より構成される。
【０１４０】
　フィルターシート保持体４１は、周縁に配置された矩形枠状のフレーム部４１１と、フ
レーム部４１１の内側に設けられてフレーム部４１１よりも厚さが薄いフィルターシート
当接部４１２と、フィルターシート当接部４１２の各角部近傍に設けられ、一端側に設け
られた取付軸（符号省略）を中心に回動可能なバネ状のシート係止片４１３（合計４つ）
を有し、フィルターシート当接部４１２の中央に矩形の開口部４１４が形成された構造で
ある。
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【０１４１】
　なお、開口部４１４には、開口部分を覆う網体が張設してある（図示省略）。この網体
によれば、調和外気の風量が多いときに、フィルターシート４０１が室内側に撓んで脱落
しにくいように支持することができる。また、網体に代えて、十字形状や格子形状のフレ
ーム体であってもよい。
【０１４２】
　支持枠４２は、中央部から上部かけて矩形の開口部４２１が形成された矩形枠状であり
、開口部４２１の周囲にフィルターシート保持体４１が収まる内部空間が形成されている
。支持枠４２は、この内部空間の側方から連通する挿入口４２２ａ、４２２ｂが形成され
、挿入口４２２ａ、４２２ｂは、いずれからもフィルターシート保持体４１を出し入れ可
能な大きさとなっている。
【０１４３】
　なお、フィルターシート保持体４１の開口部４１４と、支持枠４２の開口部４２１は、
ほぼ同じ大きさであり、支持枠４２にフィルターシート保持体４１を収めた状態で、丁度
重なるようになっている。
【０１４４】
　給気ファン部４３は、ファン本体４３１と、正面側および背面側が開口し、周囲がフラ
ンジ状である矩形枠状で、中央の開口部にファン本体４３１を取り付け可能なファン本体
取付枠４３２により構成される。
【０１４５】
　換気空調構造Ｒ２によれば、部屋１内の換気方式を、第１種換気で行うことができるの
で、安定した換気を確保することができる。
【０１４６】
　給気ファン部４３は、ファンの掃除等のメンテナンス作業を部屋１内で行うことができ
るので、利便性が良い。同様に、エアフィルター部４０も、フィルターシート４０１の交
換等の作業を部屋１内で行うことができるので、メンテナンス性が更に向上し、利便性が
良い。
【０１４７】
　フィルターシート４０１は、通過する調和外気に含まれる塵等の進入を止めることがで
きる。また、フィルターシート４０１は、交換可能であることにより、目詰まりが起きな
いように都度取り替えることができる。更にまた、フィルターシート４０１は、フィルタ
ーシート保持体４１からの着脱が容易で、特別な作業と伴わずにユーザーでも容易に行う
ことができ、運用コストを抑制することができる。
【０１４８】
　フィルターシート保持体４１は、フィルターシート４０１の縁部を係止して展開状態に
して保持することができると共に、着脱可能に保持することができる。
【０１４９】
　支持枠体４２は、入れられたフィルターシート保持体４１を支持することができる。こ
れにより、フィルターシート４０１が所定位置からずれて、フィルターシート４０１で濾
過していない空気が通気することがないように、フィルターシート保持体４１を支持する
ことができる。また、支持枠体４２は、フィルターシート保持体４１を側方から出し入れ
可能であることにより、フィルターシート４０１の交換作業を簡単かつ安全に行うことが
できる。
【０１５０】
〔変形例２〕
　第２実施形態において、排気装置５は換気扇であるが、ガラリ等の自然排気手段であっ
てもよい。図１２に示す換気空調構造Ｒ３（変形例２）は、給気口に給気ファン部４３（
強制換気手段）が配設され、排気口１２２にガラリ（自然換気手段）である排気装置５ａ
が配設された、第２種換気方式（給気は機械換気、排気に自然換気を用いる）となってい
る。なお、換気空調構造Ｒ３についても、給気ファン部４３のみならず、エアフィルター
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装置４ａを配設してもよい。
【０１５１】
　換気空調構造Ｒ３によれば、排気装置５ａに稼動するファン等が存在しないため、排気
に関する消費電力が発生せず、また、部屋１が気密性を有する構造であれば、室内を外気
よりも高い圧力に保つことができ、クリーンルームや病室等に適した構造にすることがで
きる。
【０１５２】
〔変形例３〕
　第２実施形態において、熱交換器３１はケーシング３２に格納されて構成されているが
、必ずしもケーシング３２に格納される必要は無い。例えば、図１１Ｂで示すように、熱
交換器３１を格納する熱交換器ユニット３３を設け、この熱交換器ユニット３３をケーシ
ング３２に取り付けても良い。
【０１５３】
　なお、変形例３（熱交換器ユニット３３の構成）は、熱交換器３１がケーシング３２に
格納されている場合と比較すると、省スペース化の実現といった点で劣るものの、汎用の
ケーシング３３をそのまま使用でき、格納のための各種加工を施す必要がない。また、ケ
ーシング３２に防火ダンパー構造を設けた構造など、ケーシング３２に格納スペースが確
保できない場合であっても対応が可能となる。
【０１５４】
　また、変形例３を採用する場合には、取付部の気密性を確保し、漏気抑止や雨水の漏水
を抑止すべく、熱交換器ユニット３３の表裏面（ケーシング３２側、及び、取付枠体３２
８側）にブチルテープ（但し、気密性を確保することができれば、ブチルテープに限定さ
れるものではない。）を貼付することが好ましい。
【０１５５】
　更に、変形例３（即ち、図１１Ｂのように、熱交換器３１を熱交換器ユニット３３に格
納する構成）については、第１実施形態のような、給気に自然換気を用いる方式に採用し
ても良い。
【０１５６】
　実施形態１～２および変形例１～３における外気調和機３は、ケーシング３２に防火ダ
ンパーを設けた構造であってもよい。ケーシング３２に防火ダンパーを設けた構造である
場合は、火災時に給気口が閉鎖され、火災の拡大を抑制することができる。
【０１５７】
　実施形態１～２および変形例１～３における排気装置５、給気ファン部４３は、ＣＯ２

センサーを設け、自動運転される構造であってもよい。ＣＯ２センサーにより部屋内のＣ
Ｏ２濃度を検出し、一定の濃度に達した時は運転を開始し、一定の濃度を下回った時は運
転を停止するようにすることで、部屋内のＣＯ２濃度を管理することができ、また、不要
な場合の運転を行わないことで、省エネルギーに寄与し、静粛性を高めることができる。
【０１５８】
　実施形態１～２および変形例１～３において、外気調和機３の各熱交換器３１は、冷媒
流路が別系統（並列）であるが、これに限定するものではなく、例えば、室外機の運転負
荷が増大するものの、冷媒流路が同系統（直列）であってもよい。
【０１５９】
　本明細書および特許請求の範囲で使用している用語と表現は、あくまでも説明上のもの
であって、なんら限定的なものではなく、本明細書および特許請求の範囲に記述された特
徴およびその一部と等価の用語や表現を除外する意図はない。また、本発明の技術思想の
範囲内で、種々の変形態様が可能であるということは言うまでもない。また、第一、第二
等の言葉は、等級や重要度を意味するものではなく、一つの要素を他の要素から区別する
ために使用したものである。
【符号の説明】
【０１６０】
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　　　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３　　換気空調構造
　　　１　　部屋
　　　１０　　床部
　　　１１　　天井部
　　　１２　　第１壁部
　　　１２１　　給気口
　　　１２２　　排気口
　　　１２３　　ベランダ
　　　１２４　　引き違い窓
　　　１２５　　欄間窓
　　　１３　　第２壁部
　　　１３０　　廊下
　　　１３１　　出入口
　　　１４　　第３壁部
　　　１４１　　教壇
　　　１４２　　表示装置
　　　１５　　第４壁部
　　　２　　空気調和機
　　　２１　　室内機
　　　２１１　　送風口
　　　２２　　冷媒配管
　　　２２１　　分岐管
　　　２２２ａ、２２２ｂ　　再分岐管
　　　２３　　室外機
　　　３　　外気調和機
　　　３１　　熱交換器
　　　３１１　　第１出入管
　　　３１２　　第１ジョイント部
　　　３１３　　第２出入管
　　　３１４　　第２ジョイント部
　　　３１５　　区画部
　　　３１６　　掛止用ネジ
　　　３１７　　水抜き孔
　　　３２　　ケーシング
　　　３２０　　周壁体
　　　３２１　　導入口
　　　３２２　　導出口
　　　３２３　　基体
　　　３２４　　正面壁部
　　　３２５　　側面壁部
　　　３２６　　フランジ部
　　　３２７　　断熱構造部
　　　３２８　　取付枠体
　　　３２９　　開口部
　　　３３０　　基板部
　　　３３２　　ネジ等挿通孔
　　　３３３　　挿通孔
　　　３４０　　熱交換器保持構造部
　　　３４１　　掛止用切欠
　　　３５０　　水受け部
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　　　３５１　　水受け支持部
　　　３５２　　ドレンパン
　　　３５３　　排水経路
　　　３５４　　水抜き孔
　　　３３　　　熱交換器ユニット
　　　４、４ａ　　エアフィルター装置
　　　４０　　エアフィルター部
　　　４０１　　フィルターシート
　　　４１　　フィルターシート保持体
　　　４１１　　フレーム部
　　　４１２　　フィルターシート当接部
　　　４１３　　シート係止片
　　　４１４　　開口部
　　　４２　　支持枠
　　　４２１　　開口部
　　　４２２ａ、４２２ｂ　　挿入口
　　　４３　　給気ファン部
　　　４３１　　ファン本体
　　　４３２　　ファン本体取付枠
　　　５、５ａ　　排気装置
　　　９　　空調設備
　　　ＯＡ　　外気
　　　９１　　外気調和機
　　　９１１　　冷却コイル
　　　９１２　　加熱コイル
　　　９１３　　加湿器
　　　９１４　　送風機
　　　９２　　還気取り入れ口
　　　９３　　顕熱交換器
　　　９４ａ、９４ｂ　　循環経路
　　　ＲＡ　　室内へ供給された空気
　　　ＳＡ　　熱交換後の空気
　　　Ｒ　　部屋内
【要約】
【課題】新築又は既存の何れの建物に対しても設置とメンテナンスが容易で、連動する外
気調和機を使用して空気調和機の消費電力量の抑制と、空気調和機から送風される調和空
気の流れを利用し部屋内での調和外気の循環とが可能な換気空調構造を提供する。
【解決手段】換気空調構造Ｒ１は、第３壁部１４近傍に給気口１２１が、第４壁部１５近
傍に排気口１２２が形成され、建物外壁となる第１壁部１３を含む、床部１０～第４壁部
１５を有する部屋１、部屋１内に配設され、室内機の送風口の少なくとも一つが第２壁部
１３方向に送風可能な空気調和機２、部屋１外に配設され、冷媒配管２２から分岐された
分岐管２２１を介して空気調和機２の冷媒回路に組み込まれた熱交換器３１とこれを格納
するケーシング３２を有する外気調和機３、給気口１２１に設けたエアフィルター装置部
４及び排気口１２２に設けた排気装置５を備える。
【選択図】図１
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