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猛暑対策 仮設空調システム向け 布製ホースダクト 

エアホースワン：AIR HOSE ONE 

仮設空調システム向け布製ホースダクト：エアホースワンは、スポットエアコンとの組み合わせによ

り、屋外イベントやクールスポット、建設現場の休憩所のほか災害時の避難所や救護テントなど様々な

場面での「３密対策や熱中症対策の新しいカタチ」を目的に開発したので、本稿で紹介する。 

■はじめに 

当社が開発した仮設空調システム向け布製ホースダクト「呼称：エアホースワン」は、スポットエアコ

ンとの組み合わせにより、屋外イベントやクールスポット、建設現場の休憩所のほか災害時の避難所や

救護テントなど様々な場面での「熱中症対策の新しいカタチ」を目的に開発。特に今年は屋内における課

題として、新型コロナウイルスの感染症対策の一環で「換気の励行」が推奨されているが、エアコンの利

用が欠かせない夏季冬季においては、しっかり換気をとることが難しく、この課題を「エアホースワン」

による仮設空調システムにより、熱中症リスク及び新型コロナウイルス対策である３密を回避し感染症

リスク軽減への効果も期待できる。 

 

写真 1 表面にデザイン印刷を施した布製ホースダクト「エアホースワン」 

 

2005 年 6 月構想当初、美術工芸品収蔵庫などで使われる集塵性能と自然体流方式が特徴である既存の

布ダクト「呼称：ソックダクト」と、通水時に膨らむ消防用「ジャケットホース」を思わせる、軽量軟質

でありながら丈夫。そして通風時に形状維持ができて、収納時は平たく折りたためる「紙風船」のような

構造をイメージしていた。そして、2018 年酷暑。屋外における猛暑対策として仮設空調システムの必要

性を強く感じ、具体的製品開発に着手。試行錯誤の末ようやく 2020 年夏の終わりに防炎仕様での実用化

と特許登録に至った。 
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■布製ホースダクト「エアホースワン」の特徴 ※特許第 6760679 号他 

＜品質表示＞ 

布ダクト:高密度ポリエチレン 100% 特殊加工不織布 ※防炎加工品 

＜主な特徴＞ 

・極わずかな通気性を有するとともに防水性も有する。 

・熱伝導率が低く結露防止に効果的な材質。 

・質量:300φ≒110g/mと極めて軽量。 

・各パーツ(直管・曲がり管)の組み合わせ着脱はファスナーで形状アレンジが容易。 

・布ダクト本体に吊元を施しているので吊り込み作業が容易。 

・平たく折りたためるので搬送等における取扱いが容易。 

・外周表面にデザイン印刷可。 

＜サイズ＞ 

・メイン管:300φ(471)吹出し口ループ管部:215φ(338) 

・メイン管:125φ(196)吹出し口シャワーヘッド部：625φ×D42 

※( )数値は通風停止時の平折り寸法。 

■一番の特徴Ｐ型ループ式 

一般の亜鉛板金空調ダクトにおける各吹き出し器具に付属の調節シャッターにより風量均一調整を行

う上で、調整が複雑な一般的ダクト設計に比べ、ループ式ダクト設計の場合は均一調整が容易である。 

しかし容易ではあるがループ式ダクトであっても空調機の送風性能により各吹き出しにバラツキがで

る。従って各吹き出し器具に付属の調節シャッターにより風量調整が必要である。 

一方、布製ダクトの場合、シャッター機能がない。調整不可。このため調整にて均一にするのではな

く、運転と同時に均一できる構造が課題であったが、試行錯誤の末 P型に形成したループ式ダクトの場

合、瞬時に均一できる構造であることが明らかとなった。 

 

風速測定(m/s) 

L-1 4.4 R-1 5.4 

L-2 6.1 R-2 6.7 

L-3 6.7 R-3 7.1 

L-4 7.3 R-4 7.4 

L-5 7.6 R-5 7.7 

 第 図 1 対称分岐型ループ式ダクト 

分岐や曲部の局部で濁流が生じ吹出しにバラツキがある 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3xs8YtWuR4
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風速測定(m/s) 

往流-1 6.0 復流-1 6.0 

往流-2 6.0 復流-2 6.0 

往流-3 6.0 復流-3 6.0 

往流-4 6.0 復流-4 6.0 

往流-5 6.0 復流-5 6.0 

 

 

 

 

ダクト内の気流と各圧力の様子は図-3 のようになる。 

 

第 図 3 

 

空気を送るにはダクトの抵抗に打ち勝つだけの「静圧（Ps）」が必要。また、気流によって流れの方向に

加わる圧力である「動圧（Pv）」は、風速の関数で表すことができるため風速を測定するときに用いられ

る。「静圧」と「動圧」を加えたものが「全圧（Pt）」となる。式で表すと以下、式-1 のようになる。 

 

 

 

 

 

第 式-1 ダクト内の各圧力 

第 図 2 Ｐ型ループ式ダクト 

局部に濁流が生じず瞬時に吹出し均一できる構造 

Pt = Ps + Pv = Ps + 
𝜌

2
・V² 

Pt：全圧 Ps:静圧 Pv：動圧 

V :流速(m/s)  ρ：空気の密度(kg/m³) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pV-v0fGGdZE&list=UUiT2NRWMC9wgihunkcIw-9w&index=2
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図-4 の P 型に形成したループ式の場合、先述の図-3 動圧測定の状態となる。一般設計ダクトと違い、

分岐部や曲部でも濁流が生じない。そして直管吹き出し穴部に均一圧がかかる構造であり、無数の吹き

出し穴【吹出し直管 SA-215φ-1000L (A)タイプ：12φ×31】からはドラフト感のない微風を穏やかに拡

散できる。 

 

第 図 4 Ｐ型ループ式イメージ図 

Ｐ型ループ式一番の特徴は、均一に送気できることである。 

 

 

一般的使用方法として、各吹出し穴風速を均一にできるループ式とは違い、 

ダクト先端部と根本部では若干吹出し風速にムラが出来るが「ストレート使い」もできる。 

 

第 図 5 ストレート使いイメージ図 

 

 

摩擦損失については一般の板金スパイラルダクトと同程度である。 

具体的には、送風機風量 19（㎥/min）機外静圧 200(pa)で 215φに通風した場合：4.80 (pa)。 

なお、当該布製ホースダクトの場合は、通風時に形状維持するため作動時の動圧が小さければ小さい

ほど静圧損失が大きく、動圧が大きければスパイラルダクト同程度の静圧損失である。 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=44OAGdxMETs
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■結露防止にも効果的 

結露評価試験結果第図６に示す通り、試験室内設定温湿度：27.0℃DB/50％ 当該布ダクト内温度：

12.0℃ DB 外表面温度：17.0～18.0℃DB 前後と温度差が５℃DB 程度あった。即ち一般的な空調シス

テムにおける吸込み吹出し温度差 10℃程度であれば結露防止に効果的である。 

 

 

第 図 6 布製ダクト結露評価試験 

■おわりに 

当該「エアホースワン」開発のきっかけは、記録的な猛暑となった 2018 年夏、５月から９月までの

全国における熱中症による救急搬送人員数の合計は、95,137 人（総務省消防庁）。また同年 9 月には近

畿地方に甚大な被害をもたらした台風 21号。翌 2019 年には台風 15 号 19号と西～東日本の広い範囲

で大雨・強風となり、中でも台風 15号が直劇した千葉県での暴風が大きな被害につながり千葉県を中

心に各地では停電が続き復旧が長引くこととなった。その後 19 号は静岡県や関東甲信越、東北地方で

はこれまでに経験したことのないような記録的な大雨が降り、大規模な河川氾濫や土砂災害に見舞われ

た。当時ＴＶなどで茹だるような暑さの中、体育館などの避難所に身を寄せている多くの被災者の方々

をニュースで見ると、「どうにかして、容易に仮設空調システムを設営できないか」と強く考えるよう

になったことがきっかけであった。そして今年 2020 年は、新型コロナウイルスが蔓延し緊急事態宣言

が出される事態となり、感染拡大防止のためには人の密集を避け室内の換気を十分に確保することが有

効とされている。この室内の空気環境を良好に保つうえで CO²濃度 1000ppm 以下とする基準を満たす

には外気を取り込むことが重要であり、当該仮設空調システム向け布製ホースダクト「エアホースワ

ン」が夏季冬季を問わず、室内の温湿度コントロールだけでなく穏やかにドラフト感なく新鮮外気を拡

散給気できる換気手段として感染防止対策の一助になれれば幸いである。 

月刊誌 建築設備と配管工事 

特集：感染症に対処する建築設備技術① 

2020 年 9 月 5日寄稿 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPHdNu10DRg
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【筆者紹介】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県田辺市出身。地元の工業高校を卒業後、空調設備会社（アサヒ冷暖株式会社：大阪市大正区）

に就職。主にビル店舗空調設備の設計・現場施工管理・積算購買業務に従事し 18年間勤務後、２００５

年８月に独立（自営業）。以後フリーランスとして、空調設計・現場施工管理する傍ら、建設現場で閃い

たコンクリートスリーブに関するアイデアを２００９年 3 月に特許取得。これを機に同年 6 月、特許ラ

イセンス提供による新規事業提案サービスを目的に株式会社 BBeng 設立。その後、同カテゴリーのアイ

デアを次々に特許取得。現在QPFシリーズとして特許ライセンス契約を募集している。また、２０１７

年に実用新案登録した加重材。呼称：ポリスチール玉プロジェクトも同様にライセンス契約を募集して

いる。そして 2021 年初夏。株式会社 BBeng：特許第 6760679 号他提供プロデュース「仮設空調システ

ム向け布製ホースダクト」プロジェクトを共同開発先である三協エアテック株式会社とスタートする。 

 

 

主な特許発明 

特許登録番号 発明の名称 発 明 者 出願人/権利者 

特願 2020-148833:PCT/JP エアダクト 尾子 信一 株式会社 BBeng 

特願 2020-015925:PCT/JP 吹出しヘッド 尾子 信一 株式会社 BBeng 

特許第６７６０６７９号 空調ダクト 尾子 信一 三協エアテック株式会社 

登録第３２０９３２４号 加重材【ポリスチール玉】 尾子 信一 株式会社 BBeng 

特許第６０４８６１３号 梁用貫通孔形成具 尾子 信一 株式会社 BBeng 

特許第６０８３０８０号 止水養生蓋 尾子 信一 株式会社 BBeng 

特許第６０２９０８０号 開口部形成具 尾子 信一 株式会社 BBeng 

特許第４３８４２５７号 外皮材保持部材【箱抜きくん】 尾子 信一 尾子 信一 

 

 

株式会社 BBeng （ビービーエンジニアリング） 

代表取締役 尾子 善一（オオジ シンイチ） 

      本名：尾子 信一 

１９６８年１１月２７日生 

趣  味：映画鑑賞  

座右の銘：人間万事塞翁が馬 

 

 

https://asahi-raydan.co.jp/
https://www.sat.co.jp/
https://www.bbeng.co.jp/

