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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デシカント空調機ユニットで外気を除湿或いは加湿し温調して被空調空間に送給し得る
ようにした外気処理用空調システムであって、
  前記デシカント空調機ユニットは、
  屋外から導入された外気を除湿する時に、導入された空気を除湿する第一のデシカント
ロータと、
  該第一のデシカントロータの外気の流れ方向下流側に設けられ、且つ、冷却塔で外気と
熱交換して冷却された冷却水により前記第一のデシカントロータで除湿された空気を冷却
する第一の冷却手段と、
  外気を除湿する時に、第一の冷却手段からの空気を除湿し、或は外気の加湿時には屋外
から導入された空気を加湿する第二のデシカントロータと、
  外気を除湿する時には、冷却塔で外気と熱交換して冷却された冷却水により前記第二の
デシカントロータで除湿された空気を冷却する第二の冷却手段と、
  該第二の冷却手段の外気流れ方向下流側に設けられ、前記外気の加湿時に第二のデシカ
ントロータからの空気に断熱加湿する加湿手段と、
  調湿調温された外気を被空調空間に送給し得るようにした給気ファンと、
  外気を除湿する時には、前記デシカント空調機ユニットに導入された空気を除湿した前
記第二のデシカントロータの再生に供するために、被空調空間から前記デシカント空調機
ユニットの外気側と仕切られた排気側に導入した還気を加熱するよう、太陽集熱手段で集



(2) JP 6018938 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

熱された熱により加熱された温水が導入されて還気を加熱する第一の加熱手段と、
  外気を除湿する時に、前記デシカント空調機ユニットの外気側と仕切られた排気側に導
入し前記第二のデシカントロータを通過した還気を加熱するよう、或いは、外気を加湿す
る時に、前記デシカント空調機ユニットに導入された外気を加熱するよう、太陽集熱手段
で集熱された熱により加熱された温水が導入される第二の加熱手段と、
  前記デシカント除湿ロータの再生や外気の加湿に供するために前記デシカント空調機ユ
ニットに導入された還気を吸引する排気ファンと、
  外気を加湿する際に、外気を第一のデシカントロータと第一の冷却手段をバイパスしな
がら第二の加熱手段を通過させる外気バイパス路と、
  外気を加湿する際に、還気を第二の加熱手段と第一のデシカントロータとをバイパスさ
せる還気バイパス路と
  を備え、
  外気の除湿時には、前記外気バイパス路と前記還気バイパス路を閉止することで、外気
を、前記デシカント空調機ユニットの第一のデシカントロータで除湿し前記第一の冷却手
段で冷却し、その後、第二のデシカントロータで除湿し、第二の冷却手段で冷却し、且つ
還気を用いて、第一の加熱手段により第二のデシカントロータを再生し、第二の加熱手段
にて第一のデシカントロータを再生し、
  外気の加湿時には、前記外気バイパス路と前記還気バイパス路を開放することで、外気
を、前記デシカント空調機ユニットの第一のデシカントロータ及び前記第一の冷却手段を
通過させることなく、且つ第二の加熱手段で加熱し、第二のデシカントロータで加湿して
、
  デシカント空調機ユニットから給気として送出し得るよう構成したことを特徴とする外
気処理用空調システム。
【請求項２】
　デシカント空調機ユニットで外気を除湿或いは加湿し温調して被空調空間に送給し得る
ようにした請求項1に記載の外気処理用空調システムであって、
  前記デシカント空調機ユニットは、長手方向へ延在する第一の仕切り壁により仕切られ
た第一のチャンバと第二のチャンバとが並設されたハウジングを有し、
  前記第二のチャンバは、前記第一の仕切り壁及びハウジングの長手方向に間隔を置いて
設けられた第二の仕切り壁、第三の仕切り壁により仕切られた第一の小チャンバ、第二の
小チャンバ、第三の小チャンバが形成され、
  外気を除湿する際には、前記第二のチャンバに、第一の小チャンバ、第二の小チャンバ
、第三の小チャンバの順に還気が流れるように風路が形成され、前記第一のチャンバに、
外気が還気と逆方向に流れるように外気が導入され、
  前記第一のチャンバと第二のチャンバにおける第二の小チャンバに跨って設置される前
記第一のデシカントロータと、
  前記第一のチャンバの前記第一のデシカントロータの外気下流側に設けられる前記第一
の冷却手段と、
  前記第一のチャンバと第二のチャンバにおける第一の小チャンバに跨って設置される前
記第二のデシカントロータと、
  前記第一のチャンバの前記第二のデシカントロータの外気下流側に設けられる前記第二
の冷却手段と、
  前記第一のチャンバの前記第二の冷却手段の外気下流側に設けられる前記加湿手段と、
  前記第二のチャンバにおける第一の小チャンバに、前記第二のデシカントロータの還気
上流側に設けられる前記第一の加熱手段と、
  前記第二のチャンバにおける第二の小チャンバに、前記第一のデシカントロータの還気
上流側に設けられる前記第二の加熱手段と、
  第一のチャンバに外気が導入される系統に設けられた開閉可能な第一のダンパと、
  前記第二の仕切り壁に設けられた開閉可能な第二のダンパと、
  前記第三の仕切り壁に設けられた開閉可能な第三のダンパと、
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  前記第二のチャンバの第二の小チャンバの第二の加熱手段と第一のデシカントロータと
の間に開口し、外気が導入される系統とを接続する第一のダクトに設けられた開閉可能な
第四のダンパと、
  前記第二のチャンバにおける第一の小チャンバの前記第二のデシカントロータと前記第
二のダンパとの間から第三の小チャンバを接続するように設置した第二のダクトに設けら
れた開閉可能な第五のダンパと、
  前記第一の仕切り壁の、第二のチャンバの第二の加熱手段の還気上流側に開口と共に設
けられた開閉可能な第六のダンパと
  を備え、
  外気の除湿時には、前記第一のダンパ、前記第二のダンパ、前記第三のダンパを開放し
、且つ前記第四のダンパ、前記第五のダンパ、前記第六のダンパを閉止して前記外気バイ
パス路と前記還気バイパス路を閉止することで、外気を、前記デシカント空調機ユニット
の第一のデシカントロータで除湿し前記第一の冷却手段で冷却し、その後、第二のデシカ
ントロータで除湿し、第二の冷却手段で冷却し、且つ還気を用いて、第一の加熱手段によ
り第二のデシカントロータを再生し、第二の加熱手段にて第一のデシカントロータを再生
し、
  外気の加湿時には、前記第一のダンパ、前記第二のダンパ、前記第三のダンパを閉止し
、且つ前記第四のダンパ、前記第五のダンパ、前記第六のダンパを開放して前記外気バイ
パス路と前記還気バイパス路を開放することで、外気を、前記デシカント空調機ユニット
の第一のデシカントロータ及び前記第一の冷却手段を通過させることなく、且つ第二の加
熱手段で加熱し、第二のデシカントロータで加湿して、
  デシカント空調機ユニットから給気として送出し得るよう構成した外気処理用空調シス
テム。
【請求項３】
　演算制御装置を備え、該演算制御装置は、
  デシカント空調機ユニットの第一のチャンバに屋外から導入される空気の温度及び湿度
から外気露点温度を演算する外気露点温度演算部と、
  該外気露点温度演算部からの外気露点温度に基いて、外気を除湿するか加湿するか判断
する除湿・加湿モード判断部と、
  該除湿・加湿モード判断部からの指令により、第一のダンパ～第六のダンパに開閉指令
を与えるダンパ切替え操作指示部と、
  第一の冷却手段で冷却された空気の温度と第一の冷却コイルの下流側の空気の設定温度
の差から求めた空気温度偏差をＰＩＤ演算して、冷却塔と第一の冷却手段の間を冷却水が
流れる管路に設けられた第一の流量制御弁に第一の弁開閉指令を与え得るようにした第一
の温度調整部と、
  第一の冷却手段で冷却された空気の露点温度と冷却コイル下流側の空気の設定露点温度
の差から求めた露点温度偏差をＰＩＤ演算して求めた第二の弁開閉指令を出力し得るよう
にした第一の露点温度調整部と、
  デシカント空調機ユニットからの給気の温度と設定温度の差から求めた給気温度偏差を
ＰＩＤ演算して、第三の弁開閉指令を出力し得るようにした第二の温度調整部と、
  空気の除湿の際には、第一の露点温度調整部からの第二の弁開閉指令を出力し、空気の
加湿の際には第二の温度調整部からの第三の弁開閉指令を出力して、太陽集熱手段で集熱
された熱により加熱された温水を蓄熱する温水蓄熱タンクと第二の加熱手段との間を前記
温水が流れる管路に設けられた第二の流量制御弁に第二或は第三の弁開閉指令を与え得る
ようにした第一のセレクタと、
  デシカント空調機ユニットからの給気の温度と設定給気温度の差から求めた給気温度偏
差をＰＩＤ演算して求めた第四の弁開閉指令を出力し、冷却塔と第二の冷却手段との間を
流れる管路に設けた第三の流量制御弁に与え得るようにした第三の温度調整部と、
  第二のデシカントロータに一定の回転数で回転する定回転数指令を与えるための定回転
数指令を出力し得るようにしたデシカントロータ定回転指令部と、
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  デシカント空調機ユニットからの給気の露点温度と設定露点温度の差から求めた給気の
露点温度偏差をＰＩＤ演算して求めたデシカントロータ回転数指令を出力し前記第二のデ
シカントロータに与え得るようにすると共に、前記給気の露点温度と設定露点温度の差か
ら求めた給気の露点温度偏差をＰＩＤ演算して求めた第五の弁開閉指令を、空気の加湿時
に第二のデシカントロータで加湿された空気に加湿水を供給するために設けた加湿手段に
加湿水を供給する管路に設けた加湿弁に与え得るようにした第二の露点温度調整部と、
  空気の除湿の際は、定回転設定部からのデシカントロータ定回転指令を出力し、空気の
加湿の際は、第二の露点温度調整部からのデシカントロータ回転数指令を出力して、前記
第二のデシカントロータの回転数を調整し得るようにした第二のセレクタと、
  デシカント空調機ユニットからの給気の露点温度と設定露点温度の差から求めた給気の
露点温度偏差をＰＩＤ演算して第六の弁開閉指令を求め、空気の除湿の際には、太陽集熱
手段で集熱された熱により加熱された温水を蓄熱する温水蓄熱タンクと第一の加熱手段と
の間を温水が流れる管路に設けられた第四の流量制御弁に前記第六の弁開閉指令を与え得
るようにした第三の露点温度調整部とを備えた請求項２に記載の外気処理用空調システム
。
【請求項４】
　前記屋外から導入された空気の除湿時には、デシカント空調機ユニットから送出される
給気を、夏期のピーク時に３０℃以下とし得るよう構成した請求項１乃至３の何れかに記
載の外気処理用空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は外気処理用空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　外気処理用空調システムには、従来から、デシカントロータを備えたデシカント空調機
ユニットが用いられているものがあり、斯かるデシカント空調機ユニットを備えた外気処
理用空調システムの一例としては、図１２に示すものがある。図中、１はデシカント空調
機ユニット、２はデシカント空調機ユニット１のハウジング、２ａ，２ｂは、ハウジング
２の幅方向中央部を仕切り壁３により仕切ることにより形成された二つのチャンバである
。
【０００３】
　ハウジング２内には、外気ＯＡ導入側から給気ＳＡ導出側に向けて、デシカント除湿ロ
ータ４及び顕熱交換ロータ５が、仕切り壁３を貫通してチャンバ２ａ，２ｂの両方に跨る
よう、順次配置されている。デシカント除湿ロータ４及び顕熱交換ロータ５は、何れも駆
動装置により、仕切り壁３と平行に延びる軸心に対し回転可能なハニカム構造となってお
り、ハニカム部を空気が通過し得るようになっている。デシカント除湿ロータ４は、ハニ
カム部に除湿剤を備えており、チャンバ２ａに導入された外気ＯＡ（空気）をデシカント
除湿ロータ４のハニカム部に通過させることにより、空気中の水分を除湿剤に吸収させて
除湿を行い、これにより水分との反応熱により空気に顕熱を付与すると共に、空気中の絶
対湿度を減少させることにより空気から潜熱を除去するものである。顕熱交換ロータ５は
、デシカント除湿ロータ４で除湿により顕熱を付与されると共に潜熱を除去されて送給さ
れてきた空気から顕熱を除去するものである。
【０００４】
　チャンバ２ａ内には、顕熱交換ロータ５よりも給気ＳＡ導出側に位置するよう、ハウジ
ング２内における空気流れ方向上流側から下流側に向けて、冷却コイル６、加熱コイル７
、加湿器８、給気ファン９が順次配置されている。冷却コイル６には、空気の除湿時に冷
凍機１０からの冷水を、管路１１を介して供給し得るようになっており、冷却コイル６で
顕熱交換ロータ５からの空気を冷却した冷水は、冷水ポンプ１２により管路１３を介して
冷凍機１０へ戻し得るようになっている。而して、チャンバ２ａ内を流通する空気を冷却
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するための冷水は、冷凍機１０と冷却コイル６の間を循環し得るようになっている。外気
ＯＡ導入側からチャンバ２ａ内に導入された外気の冷却には、冷凍機１０により冷却され
る冷水と空気との熱交換器である冷水コイル６の代わりに、水を空気に直接噴霧し気化さ
せてその際の蒸発潜熱により空気を冷却する直接式気化冷却器、或は冷凍機で圧縮液化さ
れた冷媒ガスと空気が直接熱交換する直膨コイル等を使用することもできる。
【０００５】
　加熱コイル７には、チャンバ２ａ内を流れる空気の加熱時にボイラ等の温熱源１４から
の温水を、管路１５，１６を介して供給し得るようになっており、加熱コイル７で顕熱交
換ロータ５側からの空気を加熱した温水は、温水還ポンプ１７により管路１８，１９を介
して温熱源１４へ戻し得るようになっている。而して、チャンバ２ａ内を流れる空気を加
熱するための温水は、温熱源１４と加熱コイル７の間を循環し得るようになっている。
【０００６】
　チャンバ２ｂには、チャンバ２ａに導入される外気ＯＡの流れに対し対向流となるよう
外気ＯＡを導入し得るようになっており、チャンバ２ａ側において顕熱交換ロータ５が空
気の冷却を行った場合には、顕熱交換ロータ５は昇温しているため、チャンバ２ｂに導入
された外気ＯＡは顕熱交換ロータ５により加熱されるようになっている。又、チャンバ２
ｂ内には、顕熱交換ロータ５とデシカント除湿ロータ４との間に位置するよう、加熱コイ
ル２０が配置されていると共に、チャンバ２ｂにおいてデシカント除湿ロータ４の空気流
れ方向下流側に位置するよう排気ファン２１が配置されている。加熱コイル２０には、導
入外気の除湿が必要な時期に、チャンバ２ａ側で空気を除湿したデシカント除湿ロータ４
の除湿剤から水分を蒸発させ除去するよう連続的に再生するのだが、除湿剤の再生には高
温で乾いた空気が必要であり、そのため温熱源１４からの温水を、管路１５，２２を介し
て供給し得るようになっており、加熱コイル２０で顕熱交換ロータ５からの空気を加熱し
た温水は温水還ポンプ１７により管路２３，１９を介して温熱源１４へ戻し得るようにな
っている。而して、加熱コイル２０でチャンバ２ｂ内を送給された空気を加熱するための
温水は、温熱源１４と加熱コイル２０の間を循環し得るようになっている。加熱コイル７
，２０へ供給される温水を加熱させるための温熱源としては、ボイラの代わりに、高温の
排熱を発生させるコージェネレーションを使用することもできる。この場合でも、再生側
の加熱コイル２０へ供給する温水としては９０℃以上の温水が必要であり、それが供給で
きなければならない。
【０００７】
　図中、２４は図示しない外気ガラリからの外気ＯＡをデシカント空調機ユニット１にお
けるハウジング２のチャンバ２ａに導入するためのダクト、２５は同様にハウジング２の
チャンバ２ａで外気ＯＡを処理することにより生成された空気を給気ＳＡとして後工程の
被空調空間へ送給するためのダクト、２６は同様に外気ＯＡをハウジング２のチャンバ２
ｂに導入するためのダクト、２７は同様にチャンバ２ｂで外気ＯＡを処理することにより
生成された空気をデシカント除湿ロータ４の再生に供した後、排気ＥＡとして屋外へ排出
するためのダクト、２８は加湿器８の管路２９に設けた加湿弁である。
【０００８】
　ｉ）外気ＯＡを除湿する場合
  図１２に示すデシカント空調機ユニット１により外気ＯＡの除湿（除湿は主として被空
調空間を冷房する場合に行われる）を行う場合の作動を図１３をも参照して説明すると、
外気ＯＡの除湿の場合は、デシカント除湿ロータ４及び顕熱交換ロータ５は、何れも回転
駆動され、加湿器８の加湿弁２８は閉止し、給気ファン９、排気ファン２１は駆動され、
冷凍機１０、冷水ポンプ１２は駆動され、温熱源１４、温水還ポンプ１７も駆動されてい
る。又、図示してないが、ダクトに設けたダンパや管路に設けた流量制御弁は運転モード
に対応して適宜開閉されており、除湿時にはチャンバ２ｂ内の加熱コイル２０には温水が
供給されるが、チャンバ２ａ内の加熱コイル７には温水は供給されないようになっている
。
【０００９】
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　而して、ダクト２４からチャンバ２ａに導入された高温、高湿の外気ＯＡは、回転駆動
されているデシカント除湿ロータ４のハニカム部に設けた除湿剤を通過することにより除
湿され、除湿の際の反応熱により加熱されて顕熱を付与されると共に潜熱を除去され、次
いで、回転駆動されている顕熱交換ロータ５により顕熱を除去されて冷却され、冷却コイ
ル６において、冷凍機１０から管路１１を通って供給された冷水により所定の温度に冷却
され、給気ファン９により給気ＳＡとしてダクト２５から後工程の被空調空間へ送給され
る。被空調空間内に送給された給気ＳＡは、被空調空間からの還気の一部と混合し、混合
空気として内調機（図示せず）に導入され、内調機で所定の顕熱処理が行われ、被空調空
間の熱負荷を冷却する温調空気として被空調空間へ送給されて空調に供される。
【００１０】
　一方、ダクト２６からチャンバ２ｂに導入された外気ＯＡは、チャンバ２ａ側で空気の
顕熱を除去し空気を冷却することにより加熱されてチャンバ２ｂ側に回転してきた顕熱交
換ロータ５の当該ハニカム部を通ることによりにより加熱され、次いで、加熱コイル２０
において、温熱源１４から管路１５,２２を通って供給された温水により所定の温度に加
熱される。又、デシカント除湿ロータ４においてチャンバ２ａ側で外気ＯＡが除湿される
ことにより水分を含んだ吸湿剤の部分は、チャンバ２ｂ側に回転してくるため、前記加熱
コイル２０で加熱された空気は、チャンバ２ｂ側に回転してきたデシカント除湿ロータ４
の当該除湿剤の部分を通過することにより、除湿剤の水分を加熱、蒸発させてデシカント
除湿ロータ４を再生させ、デシカント除湿ロータ４を再生させた空気は、排気ファン２１
によりダクト２７から排気ＥＸとして排気される。
【００１１】
　外気除湿時の空気の状態を空気線図に示すと図１４に示すようになる。図１４中、ＯＡ
は外気、ＳＡは給気、ＲＡは還気、ＭＡは給気ＳＡと被空調空間からの還気が混合した混
合空気である。又、給気ＳＡの流量と還気ＲＡの流量の比は約１対４、被空調空間の顕熱
比ＳＨＦは約１である。更に、図１４においてＡｒｗは外気除湿時負荷（外気ＯＡを除湿
する際の潜熱と顕熱を合計した全熱）、Ａｒｗ２はデシカント空調機ユニット除湿時処理
負荷（除湿時のデシカント空調機ユニット１の処理負荷で、顕熱と潜熱を合計した全熱）
、Ｂｒｗはデシカント空調機ユニット除湿時冷却負荷（除湿時のデシカント空調機ユニッ
ト１の冷却コイル６における外気冷却負荷であり、冷却コイル６で処理される顕熱）、Ｃ
ｒｗはデシカント空調機ユニット再生用空気加熱負荷（除湿時にデシカント空調機ユニッ
ト１のデシカント除湿ロータ４を再生させるための再生用空気の加熱負荷で顕熱）、Ｄｒ
ｗはデシカント空調機ユニット除湿時負荷（除湿時のデシカント空調機ユニット１におけ
るデシカント除湿ロータ４の外気除湿負荷で潜熱）である。又、図１３における（ｉ）～
（ｘ）は、空気の状態を示すシステム上の位置を示しており、図１４の空気線図の（ｉ）
～（ｘ）は、図１３の位置（ｉ）～（ｘ）における空気の状態を示している。
【００１２】
　以下、空気の状態を図１３、図１４により説明する。図１３に示すダクト２４における
入口の位置（ｉ）では、外気ＯＡは、図１４の（ｉ）の状態にある。而して、デシカント
空調機ユニット１のハウジング２のチャンバ２ａに導入された外気ＯＡは、回転している
デシカント除湿ロータ４を通過することにより除湿され、除湿時の反応熱により加熱され
て顕熱を付与され、且つ、除湿により絶対湿度、すなわち潜熱が低下する。従って、デシ
カント除湿ロータ４で除湿された空気は、デシカント除湿ロータ４の空気流れ方向下流側
における位置（ｉｉ）では、図１４の（ｉｉ）に示す状態となる。
【００１３】
　次に、チャンバ２ａ側における空気は、下流へ流れて顕熱交換ロータ５を通り顕熱を除
去されるため、顕熱交換ロータ５の空気流れ方向下流側の位置（ｉｉｉ）では、空気は図
１４の（ｉｉｉ）に示す状態となる。又、顕熱交換ロータ５を通った空気は、冷水が流通
している冷却コイル６を通り冷却されて顕熱が除去されるため、冷却コイル６の空気流れ
方向下流側の位置（ｉｖ）では、空気は図１４の（ｉｖ）に示す状態となる。而して、冷
却コイル６で冷却された空気は、加熱コイル７、加湿器８を通るが特に処理を行われない
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ため、図１３の位置（ｉｖ）、（ｖ）、（ｖｉ）では、特に空気の状態に変化はなく、図
１４の（ｉｖ）、（ｖ）、（ｖｉ）に示すように同じ状態である。
【００１４】
　チャンバ２ａにおいて加湿器８の空気流れ方向下流側へ送給された空気は、給気ファン
９により給気ＳＡとしてダクト２５を通り内調機(図示せず)を介して被空調空間へ送給さ
れる。被空調空間に送給される給気ＳＡは、被空調空間からの還気と混合して混合空気Ｍ
Ａとなり、内調機（図示せず）に導入され、内調機で所定の顕熱処理が行われ、被空調空
間の熱負荷を冷却する温調空気として被空調空間へ送給され、被空調空間の空調を行なう
。
【００１５】
　図１３のチャンバ２ｂのダクト２６における入口の位置（ｖｉｉ）では、外気ＯＡは、
図１４の（ｖｉｉ）の状態にある。而して、ハウジング２のチャンバ２ｂに導入された外
気ＯＡは、顕熱交換ロータ５を通過することにより加熱されて顕熱が上昇し、顕熱交換ロ
ータ５の空気流れ方向下流側における位置（ｖｉｉｉ）では、空気は図１４の（ｖｉｉｉ
）に示す状態となる。又、顕熱交換ロータ５を通ったチャンバ２ｂ内の空気は、温熱源１
４から管路１５,２２を介し供給された温水により加熱コイル２０において加熱されて顕
熱が上昇し、加熱コイル２０の空気流れ方向下流側における図１３の位置（ｉｘ）では、
空気は図１４の（ｉｘ）に示す状態となる。更に、チャンバ２ｂ内の空気は、デシカント
除湿ロータ４に導入され、除湿剤を加熱再生して顕熱が下降し、潜熱が上昇する。このた
め、デシカント除湿ロータ４の空気流れ方向下流側における図１３の位置（ｘ）では、空
気は図１４の（ｘ）の状態となり、排気ファン２１により排気ＥＡとして屋外へ排気され
る。
【００１６】
　ｉｉ）外気ＯＡを加湿する場合
  図１２に示すデシカント空調機ユニット１により外気ＯＡの加湿（加湿は主として被空
調空間を暖房する場合に行われる）を行う場合の作動を図１６をも参照して説明すると、
加湿の場合は、デシカント除湿ロータ４及び顕熱交換ロータ５は、何れも回転されず停止
しており、加湿器８の加湿弁２８は開となり、給気ファン９は駆動され、排気ファン２１
、冷凍機１０、冷水ポンプ１２は停止しており、温熱源１４、温水還ポンプ１７は駆動さ
れている。又、図示してないがダクトに設けたダンパや管路に設けた流量制御弁は運転モ
ードに対応して適宜開閉されており、加湿時にはチャンバ２ａ内の加熱コイル７には温水
が供給されるが、チャンバ２ｂ内の加熱コイル２０には温水は供給されないようになって
いる。
【００１７】
　而して、ダクト２４からハウジング２のチャンバ２ａに導入された低温、低湿の外気Ｏ
Ａは、デシカント除湿ロータ４及び顕熱交換ロータ５並びに冷却コイル６を単に通過し、
加熱コイル７では、加熱コイル７を流通する、温熱源１４からの温水により加熱され、加
湿器８において加湿水により断熱加湿され、給気ファン９により給気ＳＡとしてダクト２
５から後工程の被空調空間へ送給される。被空調空間に送給された給気ＳＡは、被空調空
間からの還気と混合し、混合空気として内調機（図示せず）に導入され、内調機で所定の
顕熱処理が行われ、被空調空間の熱負荷を冷却する温調空気として被空調空間に送給され
、空調に供される。又、外気ＯＡを加湿する際には、排気ファン２１は停止され、チャン
バ２ｂの系統には外気は導入されない。
【００１８】
　この外気加湿時の空気の状態を空気線図に示すと図１７に示すようになる。図１７中、
ＯＡは外気、ＳＡは給気、ＲＡは還気、ＭＡは給気ＳＡと被空調空間からの還気が混合し
た混合空気、である。又、給気ＳＡの流量と被空調空間からの還気（還気ＲＡと同じ状態
）の流量の比は約１対４、被空調空間の顕熱比ＳＨＦは約１である。更に、図１７におい
てＡａｗは外気加湿時負荷（外気ＯＡを加湿する際のデシカント空調機ユニット１の処理
負荷で、顕熱と潜熱を合計した全熱）、Ａａｗ２はデシカント空調機ユニット加湿時処理
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負荷（加湿時のデシカント空調機ユニット１の処理負荷で、顕熱と潜熱を合計した全熱）
、Ｂａｗはデシカント空調機ユニット加湿時加熱負荷（加湿時のデシカント空調機ユニッ
ト１の加熱コイル７における外気加熱負荷であり、加熱コイル７で付与される顕熱）、Ｄ
ａｗはデシカント空調機ユニット加湿時負荷（加湿時のデシカント空調機ユニット１の加
湿器８における外気加湿負荷で潜熱）である。図１６における（ｉ）～（ｖｉ）は、空気
の状態を示すシステム上の位置を示しており、図１７の空気線図の（ｉ）～（ｖｉ）は、
図１６の位置（ｉ）～（ｖｉ）における空気の状態を示している。
【００１９】
　以下、空気の状態を図１６、図１７により説明する。図１６に示すダクト２４における
入口の位置（ｉ）では、外気ＯＡは、図１７の（ｉ）の状態にある。而して、デシカント
空調機ユニット１のハウジング２のチャンバ２ａに導入された外気ＯＡは、デシカント除
湿ロータ４、顕熱交換ロータ５、冷却コイル６は通過するだけで、処理は行われない。従
って、チャンバ２ａ内におけるデシカント除湿ロータ４の空気流れ方向下流側における位
置（ｉｉ）、顕熱交換ロータ５の空気下流側における位置（ｉｉｉ）、冷却コイル６の空
気流れ方向下流側における位置（ｉｖ）では、空気の状態は図１７の（ｉ）の状態と同一
である。
【００２０】
　チャンバ２ａにおける空気は、冷却コイル６から加熱コイル７に送給され、温熱源１４
から管路１５,１６を介し供給される温水により加熱コイル７において加熱されて顕熱が
上昇し、加熱コイル７の空気流れ方向下流側における図１６の位置（ｖ）では、空気は図
１７の（ｖ）に示す状態となる。
【００２１】
　加熱コイル７で所定の状態に加熱された空気は、加湿器８において管路２９から供給さ
れる加湿水により断熱加湿（等エンタルピ加湿）されて顕熱が除去されると共に潜熱が上
昇し、加湿器８の空気流れ方向下流側における図１６の位置（ｖｉ）では、空気は図１７
の（ｖｉ）に示す状態となる。
【００２２】
　チャンバ２ａにおいて加湿器８の空気流れ方向下流側へ送給された空気は、給気ファン
９により給気ＳＡとしてダクト２５を通り下流側に送給される。而して、被空調空間内に
送給された給気ＳＡは、被空調空間からの還気と混合し、混合空気ＭＡとして内調機に導
入され、内調機で所定の顕熱処理が行われ、被空調空間の熱負荷を冷却する温調空気とし
て被空調空間に送給され、被空調空間の空調に供される。
【００２３】
　デシカント除湿ロータを用いた従来の空調システムとしては、特許文献１、特許文献２
がある。而して、特許文献１は、熱交換器に吸着剤を直接担持させた空気調和装置におい
て、吸着剤による除湿能力や加湿能力の低下を抑え、装置の信頼性を高めるために、吸着
剤を担持させた吸着熱交換器を通過する吸着用空気の除湿若しくは再生用空気の加湿を行
う潜熱処理素子を設け、この潜熱処理素子を、吸着用空気の流通通路と再生用空気の流通
通路とに跨って配置すると共に、回転式の吸着ロータにより構成している。
【００２４】
　特許文献２は、処理出口露点温度が低下するのに要する時間が短縮できる低露点空調シ
ステムに関し、複数の除湿ロータの上流側の処理空気を測定する処理空気露点計と、低露
点室から還気流路に戻される還気空気を測定する露点計を設け、切換コントローラで夫々
の露点温度を常時モニタリングして、前記複数の除湿ロータの上流の処理空気の露点温度
と還気空気の露点温度を比較し、その露点温度に応じてダンパの開閉を切替え、還気空気
を戻す位置を最適化するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２５】
【特許文献１】特開２００５－１６４２２０号公報
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【特許文献２】特開２００７－１７５６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　図１２に示す従来の空調システムには次のような問題点がある。すなわち、外気ＯＡの
除湿時、加湿時の何れの場合においても、外気除湿時負荷Ａｒｗ（図１４参照）、外気加
湿時負荷Ａａｗ（図１７参照）の全てをデシカント空調機ユニット１の負荷として処理す
る必要があるため、外気処理に必要なエネルギが大きい。
【００２７】
　又、除湿時には、回転している顕熱交換ロータ５によりチャンバ２ａ側を流通する空気
の顕熱を下降させるため、顕熱交換ロータ５のハニカム部は空気により加熱されて顕熱を
付与され、チャンバ２ｂ側に回転し、この加熱されたハニカム部がチャンバ２ｂへ導入さ
れた外気ＯＡを加熱して顕熱を付与している。しかるに、顕熱交換ロータ５がチャンバ２
ｂ側からチャンバ２ａ側へ回転してくる際に、当該ハニカム部にチャンバ２ｂ側に導入さ
れた高湿の外気ＯＡが残存しており、従って、顕熱交換ロータ５の回転によりチャンバ２
ｂからチャンバ２ａ側に高湿の空気も移行してしまう。このため、チャンバ２ａ側では、
デシカント除湿ロータ４を通ることにより除湿された空気に、顕熱交換ロータ５において
チャンバ２ｂ側からの高湿な空気が混入し、その結果、チャンバ２ａから次工程へ送給さ
れる給気ＳＡの湿度が高くなってしまい、顕熱交換ロータ５、延いてはデシカント空調機
ユニット１の除湿性能が低下する。因みに、このときの空気線図は図１５に示され、図１
３のチャンバ２ａにおける位置（ｉｉ）から顕熱交換ロータ５を通過した後の位置（ｉｉ
ｉ）における空気は、図１５の（ｉｉｉ'）の状態となって絶対湿度が上昇し、又、図１
３のチャンバ２ｂにおける位置（ｖｉｉ）から顕熱交換ロータ５を通過した後の位置（ｖ
ｉｉｉ）における空気は、図１５の（ｖｉｉｉ'）の状態となって絶対湿度が下降する。
図１５の空気線図において図１４の空気線図に示す符号と同一の符号のものは同一のもの
である。
【００２８】
　又、デシカント除湿ロータ４の再生用空気として、図１３に示すように外気ＯＡを加熱
コイル２０で加熱した空気ではなく、被空調空間からの還気ＲＡを用いる場合、還気ＲＡ
には、被空調空間で発生したＣＯやＣＯ２等の汚染物質が混入されているため、この汚染
物質が混入した還気ＲＡが、顕熱交換ロータ５のハニカム部に残存するチャンバ２ｂ導入
空気の一部が、顕熱交換ロータ５の回転によりチャンバ２ｂからチャンバ２ａへ移行する
ことで、ハウジング２のチャンバ２ａ側に移行して給気ＳＡに混入し、被空調空間に導入
される虞がある。従って、清浄度を要求される被空調空間へ新鮮空気として送給する給気
ＳＡに外気ＯＡを用いる効果が減少してしまう。
【００２９】
　更に、チャンバ２ａに設けた加熱コイル７及び加湿器８は、除湿時には使用しないが、
チャンバ２ａを送給される空気は、除湿時にも使用しない加熱コイル７及び加湿器８を通
過する必要があるため（図１３参照）、給気ファン９の余分な送風抵抗になってしまい、
除湿時に使用しない加熱コイル７及び加湿器８により給気ファン９の消費電力が多くなり
、省エネルギを十分に果たすことができない。同様に、加湿時には、デシカント除湿ロー
タ４及び顕熱交換ロータ５並びに冷却コイル６は使用しないが、チャンバ２ａを送給され
る空気は、加湿時にもデシカント除湿ロータ４及び顕熱交換ロータ５並びに冷却コイル６
を通過する必要があるため、給気ファン９の余分な送風抵抗になってしまい、加湿時に使
用しないデシカント除湿ロータ４及び顕熱交換ロータ５並びに冷却コイル６により給気フ
ァン９の消費電力が多くなり、この場合にも省エネルギを十分に果たすことができない。
【００３０】
　外気ＯＡを処理して給気ＳＡとするチャンバ２ａの系統では、外気ＯＡの除湿の場合も
加湿の場合も、例えば、デシカント除湿ロータ４の圧力損失は１００［Ｐａ］、顕熱交換
ロータ５の圧力損失は６０［Ｐａ］、冷却コイル６の圧力損失は１５０［Ｐａ］、加熱コ
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イル７の圧力損失は６０［Ｐａ］、加湿器８の圧力損失は４０［Ｐａ］であり、合計の圧
力損失は４１０［Ｐａ］である。このため、この圧力損失は送風抵抗となるため、給気フ
ァン９は４１０［Ｐａ］を越える送風圧力を有するものを選定しなければならない。これ
は外気ＯＡの除湿時も加湿時も同様である。
【００３１】
　又、外気ＯＡをデシカント除湿ロータ４の除湿剤の再生用空気とするよう加熱するため
のチャンバ２ｂの系統では、例えば、外気ＯＡの除湿の場合にのみ使用し加湿の場合は使
用しない顕熱交換ロータ５の圧力損失は６０［Ｐａ］、加熱コイル２０の圧力損失は８０
［Ｐａ］、デシカント除湿ロータ４の圧力損失は１００［Ｐａ］であり、合計の圧力損失
は２４０［Ｐａ］である。このため、圧力損失は送風抵抗となり、排気ファン２１として
は、２４０［Ｐａ］を越える送風圧力を有するものを選定しなければならない。なお、加
湿時には、チャンバ２ｂには外気は導入されないため、チャンバ２ｂの系統における各機
器の圧力損失は問題にはならない。
【００３２】
　又、上記従来の空調システムのデシカント空調機ユニット１には顕熱交換ロータ５が設
けてあるが、除湿時に顕熱交換ロータ５で冷却された空気を給気ＳＡとしてチャンバ２ａ
から後工程の被空調空間に送給するには高温であるため、顕熱交換ロータ５を通過した後
に更に空気を冷却するためにチャンバ２ａ内に冷却手段として別の冷却コイル６を設置す
る必要がある。而して、冷却コイル６の場合、冷熱源で冷熱を生成するためのエネルギが
必要となるため、冷熱源として圧縮式冷凍機を使用する場合には、冷凍サイクルを作動さ
せるための圧縮機の電動機に電力（電気エネルギ）が必要となり、冷熱源が吸収式冷凍機
の場合は、再生器で吸収液を加熱するために熱エネルギが必要となる。
【００３３】
　又、例えば、冷却手段として、冷却コイル６に替えて、直接式気化冷却器や直膨コイル
を使用することもできるが、直接式気化冷却器の場合は、空気は水の蒸発による蒸発潜熱
により冷却されるため、絶対湿度が増加してしまい、直膨コイルの場合は、冷熱を生成す
るためのエネルギが必要となる。而して、直膨コイルで圧縮式冷凍機を使用する場合には
、冷凍サイクルを作動させるための圧縮機の電動機に電力（電気エネルギ）が必要となる
。
【００３４】
　上記従来の空調システムのデシカント空調機ユニット１で使用する温熱源１４として、
ボイラではなく温水発生機を使用する場合には、要求される供給温水温度も８０℃以上な
ので、水の加熱のために熱エネルギが多量に必要となり、ヒートポンプを使用する場合は
、冷凍サイクルを作動させるための圧縮機の電動機に電気エネルギが必要となる。従って
、上記従来の空調システムにおいて、高温熱源が必要なので、電力を始めとして加熱エネ
ルギの生成のためには各種化石燃料が必要となり、エネルギのコストパーフォーマンスが
悪化し、更に、高温の燃焼温度レベル（火炎温度が２０００℃近い）を利用して、低温で
はないがあまり高温でない１００℃近い温熱をあまり高くない８０～９０％効率で作り出
す熱力学的に非合理的利用をせざるを得ない。
【００３５】
　特許文献１の空気調和装置は、吸着剤を担持された複数の吸着熱交換器と、吸着剤を担
持された潜熱処理素子とを備えており、該潜熱処理素子を通過する吸着用空気は、吸着熱
交換器の一方を通過する前の、室内空気からの還気であり、潜熱処理素子を通過する再生
用空気は、吸着熱交換器を通過した後の室内空気である還気である。このため、室に供給
される給気には、ＣＯやＣＯ２等の汚染物質が混入される虞があり、この汚染物質が混入
した還気が、除湿されて給気として、被空調空間である室に導入される虞がある。又、特
許文献２の空調システムにおいては、除湿ロータは直列に配置されており、処理空気の露
点温度と、還気空気の露点温度を比較して、その結果により、各除湿ロータ入り側に設け
たダンパを切替え、外気を流路に取り込む管路に還気を戻す位置を調整するようにしてい
る。このため、還気は外気が導入された管路へ取り込まれて、所定の除湿ロータで除湿さ
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れて給気として室へ送給されるが、給気には、ＣＯやＣＯ２等の汚染物質が混入されてい
るため、この汚染物質を含む還気が、外気と共に除湿され、給気として、被空調空間であ
る室に導入される虞がある。　　
【００３６】
　本発明は、上述の実情に鑑み、デシカント空調機ユニットで処理する外気負荷を低減さ
せ、又、除湿された空気の除湿状態が低下しないようにし、更に外気の除湿時においても
加湿時においても各機器を通過することによる圧力損失を減少させることにより給気ファ
ンの消費電力を低下させて省エネルギを図り、外気の冷却や加熱に自然エネルギを利用す
ることにより化石燃料の消費量を低減させるようにして省資源を図ることができるように
し、更に、被空調給気に導入される空調用空気にＣＯやＣＯ２等の汚染物質が混入される
ことのない外気処理用空調システムを提供することを目的としてなしたものである。
【課題を解決するための手段】
【００３７】
　請求項１は、デシカント空調機ユニットで外気を除湿或いは加湿し温調して被空調空間
に送給し得るようにした外気処理用空調システムであって、
  前記デシカント空調機ユニットは、
  屋外から導入された外気を除湿する時に、導入された空気を除湿する第一のデシカント
ロータと、
  該第一のデシカントロータの外気の流れ方向下流側に設けられ、且つ、冷却塔で外気と
熱交換して冷却された冷却水により前記第一のデシカントロータで除湿された空気を冷却
する第一の冷却手段と、
  外気を除湿する時に、第一の冷却手段からの空気を除湿し、或は外気の加湿時には屋外
から導入された空気を加湿する第二のデシカントロータと、
  外気を除湿する時には、冷却塔で外気と熱交換して冷却された冷却水により前記第二の
デシカントロータで除湿された空気を冷却する第二の冷却手段と、
  該第二の冷却手段の外気流れ方向下流側に設けられ、前記外気の加湿時に第二のデシカ
ントロータからの空気に断熱加湿する加湿手段と、
  調湿調温された外気を被空調空間に送給し得るようにした給気ファンと、
  外気を除湿する時には、前記デシカント空調機ユニットに導入された空気を除湿した前
記第二のデシカントロータの再生に供するために、被空調空間から前記デシカント空調機
ユニットの外気側と仕切られた排気側に導入した還気を加熱するよう、太陽集熱手段で集
熱された熱により加熱された温水が導入されて還気を加熱する第一の加熱手段と、
  外気を除湿する時に、前記デシカント空調機ユニットの外気側と仕切られた排気側に導
入し前記第二のデシカントロータを通過した還気を加熱するよう、或いは、外気を加湿す
る時に、前記デシカント空調機ユニットに導入された外気を加熱するよう、太陽集熱手段
で集熱された熱により加熱された温水が導入される第二の加熱手段と、
  前記デシカント除湿ロータの再生や外気の加湿に供するために前記デシカント空調機ユ
ニットに導入された還気を吸引する排気ファンと、
  外気を加湿する際に、外気を第一のデシカントロータと第一の冷却手段をバイパスしな
がら第二の加熱手段を通過させる外気バイパス路と、
  外気を加湿する際に、還気を第二の加熱手段と第一のデシカントロータとをバイパスさ
せる還気バイパス路と
  を備え、
  外気の除湿時には、前記外気バイパス路と前記還気バイパス路を閉止することで、外気
を、前記デシカント空調機ユニットの第一のデシカントロータで除湿し前記第一の冷却手
段で冷却し、その後、第二のデシカントロータで除湿し、第二の冷却手段で冷却し、且つ
還気を用いて、第一の加熱手段により第二のデシカントロータを再生し、第二の加熱手段
にて第一のデシカントロータを再生し、
  外気の加湿時には、前記外気バイパス路と前記還気バイパス路を開放することで、外気
を、前記デシカント空調機ユニットの第一のデシカントロータ及び前記第一の冷却手段を
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通過させることなく、且つ第二の加熱手段で加熱し、第二のデシカントロータで加湿して
、
  デシカント空調機ユニットから給気として送出し得るよう構成したものである。
【００３８】
　請求項２は、デシカント空調機ユニットで外気を除湿或いは加湿し温調して被空調空間
に送給し得るようにした請求項１に記載の外気処理用空調システムであって、
  前記デシカント空調機ユニットは、長手方向へ延在する第一の仕切り壁により仕切られ
た第一のチャンバと第二のチャンバとが並設されたハウジングを有し、
  前記第二のチャンバは、前記第一の仕切り壁及びハウジングの長手方向に間隔を置いて
設けられた第二の仕切り壁、第三の仕切り壁により仕切られた第一の小チャンバ、第二の
小チャンバ、第三の小チャンバが形成され、
  外気を除湿する際には、前記第二のチャンバに、第一の小チャンバ、第二の小チャンバ
、第三の小チャンバの順に還気が流れるように風路が形成され、前記第一のチャンバに、
外気が還気と逆方向に流れるように外気が導入され、
  前記第一のチャンバと第二のチャンバにおける第二の小チャンバに跨って設置される前
記第一のデシカントロータと、
  前記第一のチャンバの前記第一のデシカントロータの外気下流側に設けられる前記第一
の冷却手段と、
  前記第一のチャンバと第二のチャンバにおける第一の小チャンバに跨って設置される前
記第二のデシカントロータと、
  前記第一のチャンバの前記第二のデシカントロータの外気下流側に設けられる前記第二
の冷却手段と、
  前記第一のチャンバの前記第二の冷却手段の外気下流側に設けられる前記加湿手段と、
  前記第二のチャンバにおける第一の小チャンバに、前記第二のデシカントロータの還気
上流側に設けられる前記第一の加熱手段と、
  前記第二のチャンバにおける第二の小チャンバに、前記第一のデシカントロータの還気
上流側に設けられる前記第二の加熱手段と、
  第一のチャンバに外気が導入される系統に設けられた開閉可能な第一のダンパと、
  前記第二の仕切り壁に設けられた開閉可能な第二のダンパと、
  前記第三の仕切り壁に設けられた開閉可能な第三のダンパと、
  前記第二のチャンバの第二の小チャンバの第二の加熱手段と第一のデシカントロータと
の間に開口し、外気が導入される系統とを接続する第一のダクトに設けられた開閉可能な
第四のダンパと、
  前記第二のチャンバにおける第一の小チャンバの前記第二のデシカントロータと前記第
二のダンパとの間から第三の小チャンバを接続するように設置した第二のダクトに設けら
れた開閉可能な第五のダンパと、
  前記第一の仕切り壁の、第二のチャンバの第二の加熱手段の還気上流側に開口と共に設
けられた開閉可能な第六のダンパと
  を備え、
  外気の除湿時には、前記第一のダンパ、前記第二のダンパ、前記第三のダンパを開放し
、且つ前記第四のダンパ、前記第五のダンパ、前記第六のダンパを閉止して前記外気バイ
パス路と前記還気バイパス路を閉止することで、外気を、前記デシカント空調機ユニット
の第一のデシカントロータで除湿し前記第一の冷却手段で冷却し、その後、第二のデシカ
ントロータで除湿し、第二の冷却手段で冷却し、且つ還気を用いて、第一の加熱手段によ
り第二のデシカントロータを再生し、第二の加熱手段にて第一のデシカントロータを再生
し、
  外気の加湿時には、前記第一のダンパ、前記第二のダンパ、前記第三のダンパを閉止し
、且つ前記第四のダンパ、前記第五のダンパ、前記第六のダンパを開放して前記外気バイ
パス路と前記還気バイパス路を開放することで、外気を、前記デシカント空調機ユニット
の第一のデシカントロータ及び前記第一の冷却手段を通過させることなく、且つ第二の加
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熱手段で加熱し、第二のデシカントロータで加湿して、
  デシカント空調機ユニットから給気として送出し得るよう構成したものである。
【００３９】
　請求項３の外気処理用空調システムにおいては、演算制御装置を備え、該演算制御装置
は、
  デシカント空調機ユニットの第一のチャンバに屋外から導入される空気の温度及び湿度
から外気露点温度を演算する外気露点温度演算部と、
  該外気露点温度演算部からの外気露点温度に基いて、外気を除湿するか加湿するか判断
する除湿・加湿モード判断部と、
  該除湿・加湿モード判断部からの指令により、第一のダンパ～第六のダンパに開閉指令
を与えるダンパ切替え操作指示部と、
  第一の冷却手段で冷却された空気の温度と第一の冷却コイルの下流側の空気の設定温度
の差から求めた空気温度偏差をＰＩＤ演算して、冷却塔と第一の冷却手段の間を冷却水が
流れる管路に設けられた第一の流量制御弁に第一の弁開閉指令を与え得るようにした第一
の温度調整部と、
  第一の冷却手段で冷却された空気の露点温度と冷却コイル下流側の空気の設定露点温度
の差から求めた露点温度偏差をＰＩＤ演算して求めた第二の弁開閉指令を出力し得るよう
にした第一の露点温度調整部と、
  デシカント空調機ユニットからの給気の温度と設定温度の差から求めた給気温度偏差を
ＰＩＤ演算して、第三の弁開閉指令を出力し得るようにした第二の温度調整部と、
  空気の除湿の際には、第一の露点温度調整部からの第二の弁開閉指令を出力し、空気の
加湿の際には第二の温度調整部からの第三の弁開閉指令を出力して、太陽集熱手段で集熱
された熱により加熱された温水を蓄熱する温水蓄熱タンクと第二の加熱手段との間を前記
温水が流れる管路に設けられた第二の流量制御弁に第二或は第三の弁開閉指令を与え得る
ようにした第一のセレクタと、
  デシカント空調機ユニットからの給気の温度と設定給気温度の差から求めた給気温度偏
差をＰＩＤ演算して求めた第四の弁開閉指令を出力し、冷却塔と第二の冷却手段との間を
流れる管路に設けた第三の流量制御弁に与え得るようにした第三の温度調整部と、
  第二のデシカントロータに一定の回転数で回転する定回転数指令を与えるための定回転
数指令を出力し得るようにしたデシカントロータ定回転指令部と、
  デシカント空調機ユニットからの給気の露点温度と設定露点温度の差から求めた給気の
露点温度偏差をＰＩＤ演算して求めたデシカントロータ回転数指令を出力し前記第二のデ
シカントロータに与え得るようにすると共に、前記給気の露点温度と設定露点温度の差か
ら求めた給気の露点温度偏差をＰＩＤ演算して求めた第五の弁開閉指令を、空気の加湿時
に第二のデシカントロータで加湿された空気に加湿水を供給するために設けた加湿手段に
加湿水を供給する管路に設けた加湿弁に与え得るようにした第二の露点温度調整部と、
  空気の除湿の際は、定回転設定部からのデシカントロータ定回転指令を出力し、空気の
加湿の際は、第二の露点温度調整部からのデシカントロータ回転数指令を出力して、前記
第二のデシカントロータの回転数を調整し得るようにした第二のセレクタと、
  デシカント空調機ユニットからの給気の露点温度と設定露点温度の差から求めた給気の
露点温度偏差をＰＩＤ演算して第六の弁開閉指令を求め、空気の除湿の際には、太陽集熱
手段で集熱された熱により加熱された温水を蓄熱する温水蓄熱タンクと第一の加熱手段と
の間を温水が流れる管路に設けられた第四の流量制御弁に前記第六の弁開閉指令を与え得
るようにした第三の露点温度調整部とを備えたものである。
【００４０】
　請求項４の外気処理用空調システムは、前記屋外から導入された空気の除湿時には、デ
シカント空調機ユニットから送出される給気を、夏期のピーク時に３０℃以下とし得るよ
う構成したものである。
【発明の効果】
【００４１】
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　本発明の外気処理用空調システムによれば、被空調空間へ給気するために屋外から導入
された空気の除湿時には、第一、第二のデシカントロータにより順次除湿しており、従来
のような回転式の顕熱交換ロータを用いていないので、第二のチャンバ側に導入された還
気が第一のチャンバ側に移行することがなく、従って、二段のデシカントロータの除湿剤
を再生させるために取り込まれた還気が、各デシカントロータで除湿される空気の側に持
ち込まれることがなく、その結果、デシカントロータの第一のチャンバに潜熱が持ち込ま
れることがなく、各デシカントロータでの除湿性能を良好に保持することができ、又、第
一のチャンバを流通する空気の冷却に冷却手段を用いているため、給気に汚染物質が混入
することを防止することができる。
【００４２】
　又、本発明の外気処理用空調システムによれば、デシカント空調機ユニットでの除湿時
の処理負荷の軽減により、デシカント空調機ユニットの除湿剤を再生する場合に、太陽集
熱器で集熱した太陽熱を利用して加熱した温水を使用することができるため、自然エネル
ギの利用が可能で、石油や石炭等の化石燃料を使用したボイラやヒートポンプ若しくは冷
温水発生機を用いる必要がなく、且つ、太陽熱を利用して加熱した空気により除湿剤の再
生が可能で除湿性能を良好に保持することができ、又、第一、第二の冷却手段での空気の
冷却に冷却塔で空冷した冷却水といった自然エネルギの利用が可能で、冷凍機等を使用す
る必要がない。このため、省資源、省エネルギが可能で、運転維持費を安価にすることが
できる。
【００４３】
　更に、本発明の外気処理用空調システムによれば、第一、第二のデシカントロータによ
り二段除湿を行なうことで一段当りの除湿量を少なくできるので、各デシカントロータを
再生させるための再生用空気の加熱温度を、デシカントロータが１基しか設けられていな
い場合に比較して低くすることができ、従って、熱源では低い温度の熱エネルギを生成す
れば良く、熱源が太陽集熱器の場合は、集熱温度を低くすることができるため、自然エネ
ルギである太陽熱の有効利用を図ることができる。又、集熱温度を低くすることができる
ため、太陽集熱器のパネル面積や温水蓄熱タンクの熱源容量を小さくすることができる。
【００４４】
　更に又、本発明の外気処理用空調システムによれば、屋外から導入された空気の加湿時
における給気ファンの送風圧力を減少させることができ、従って、給気ファンの電力消費
量を小さくすることができ、省エネルギを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の外気処理用空調システムの基本的な構成の一例を示す空調フロー図であ
る。
【図２】図１の外気処理用空調システムに制御系を加えた系統図である。
【図３】図１の外気処理用空調システムにより外気の除湿を行う場合の空気、冷却水、温
水の流れを示す空調フロー図である。
【図４】図１の外気処理用空調システムにより図３に示すように外気の除湿を行なう場合
の空気線図である。
【図５】図１と同様な外気処理用空調システムで、デシカントロータが１段のみの場合に
おける外気の除湿を行なう場合の空気線図である。
【図６】図１の外気処理用空調システムにより外気の加湿を行う場合の空気、温水の流れ
を示す空調フロー図である。
【図７】図１の外気処理用空調システムにより図６に示すように外気の加湿を行なう場合
の空気線図である。
【図８】図１の外気処理用空調システムにおいて用いる湿球温度及び露点温度を説明する
ための空気線図である。
【図９】図１の外気処理用空調システムにおいて外気の除湿と加湿を切替えるタイミング
を説明するための図である。
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【図１０】図１の外気処理用空調システムにより外気の除湿を行なう場合の空気線図上の
領域を示す図である。
【図１１】図１の外気処理用空調システムにより外気の加湿を行なう場合の空気線図上の
領域を示す図である。
【図１２】従来の外気処理用空調システムの例である。
【図１３】図１２の外気処理用空調システムにより外気の除湿を行なう場合の空気、冷却
水、温水の流れを示す空調フロー図である。
【図１４】図１２の外気処理用空調システムにより図１３に示すように外気の除湿を行な
う場合の空気線図である。
【図１５】図１２の外気処理用空調システムにより図１３に示すように外気の除湿を行な
う場合の空気線図であり、デシカント除湿ロータで冷却、除湿された空気に顕熱ロータに
おいてデシカント除湿ロータの再生系統側からの空気が混入する場合の空気線図である。
【図１６】図１２の外気処理用空調システムにより外気の加湿を行なう場合の空気の流れ
を示す空調フロー図である。
【図１７】図１２の外気処理用空調システムにより図１６に示すように外気を加湿する場
合の空気線図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、本発明の実施の形態を図示例と共に説明する。なお、実施例１における各機器の
称呼は、実施例と請求項における称呼が同一のもの以外は、請求項においては以下のよう
に称する。すなわち、チャンバ３２ａは、第一のチャンバ、チャンバ３２ｂは、第二のチ
ャンバ、小チャンバ３２ｂ－１は第一の小チャンバ、小チャンバ３２ｂ－２は第二の小チ
ャンバ、小チャンバ３２ｂ－３は第三の小チャンバ、仕切り壁３３は第一の仕切り壁、仕
切り壁３４は第二の仕切り壁、仕切り壁３５は第三の仕切り壁、デシカントロータ４０は
第一のデシカントロータ、デシカントロータ４１は第二のデシカントロータ、冷却コイル
４２は第一の冷却手段、冷却コイル４３は第二の冷却手段、加湿器４４は加湿手段、流量
制御弁５２は第一の流量制御弁、流量制御弁５３は第三の流量制御弁、加熱コイル５６は
第一の加熱手段、加熱コイル５７は第二の加熱手段、流量制御弁６５は第四の流量制御弁
、流量制御弁６６は第二の流量制御弁、太陽集熱器６９は太陽集熱手段、ダクト７１は第
一のダクト、ダクト７２は第二のダクト、ダンパ７３は第一のダンパ、ダンパ７４は第二
のダンパ、ダンパ７５は第三のダンパ、ダンパ７６は第四のダンパ、ダンパ７７は第五の
ダンパ、温度調整部８７は第一の温度調整部、露点温度調整部８８は第一の露点温度調整
部、温度調整部８９は第二の温度調整部、温度調整部９０は第三の温度調整部、露点温度
調整部９１は第二の露点温度調整部、露点温度調整部９２は第三の露点温度調整部、セレ
クタ９３は第一のセレクタ、セレクタ９５は第二のセレクタ、ダンパ９６は第六のダンパ
である。又、外気ＯＡは空気、冷却コイル４２の下流側の空気温度Ｔｃｄｂは空気の温度
、ダクト３８内の給気温度Ｔｓａｄは給気の温度、ダクト３８内の給気の露点温度Ｔｄｐ
ｄは、給気露点温度である。更に、弁開閉指令Ｖ１は第一の弁開閉指令、弁開閉指令Ｖ２
は第二の弁開閉指令、弁開閉指令Ｖ３は第三の弁開閉指令、弁開閉指令Ｖ４は第四の弁開
閉指令、弁開閉指令Ｖ６は第五の弁開閉指令、弁開閉指令Ｖ７は第六の弁開閉指令である
。
【実施例１】
【００４７】
　図１～図１１は本発明の実施例１である。
  而して、実施例１においては、外気処理用空調システムはデシカント空調機ユニット３
１を備えている。デシカント空調機ユニット３１はハウジング３２を有し、ハウジング３
２には、幅方向中央部を長手方向へ延在する仕切り壁３３により仕切ることにより、左右
のチャンバ３２ａ,３２ｂが形成されている。又、チャンバ３２ｂは、仕切り壁３３にお
ける長手方向の２箇所において仕切り壁３４，３５により仕切られ形成された、小チャン
バ３２ｂ－１，３２ｂ－２，３２ｂ－３を有している。更に、ハウジング３２の長手方向



(16) JP 6018938 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

一端側には、チャンバ３２ａに外気ＯＡを導入するためのダクト３６と、小チャンバ３２
ｂ－３からの空気を排気ＥＡとして屋外に排出するためのダクト３７が接続されている。
更に、ハウジング３２の長手方向他端側には、チャンバ３２ａからの給気ＳＡを被空調空
間に送給したり図示しない内調機に温調済み外気として送給するためのダクト３８と、被
空調空間からの還気ＲＡを、前記ダクト３６から導入された外気ＯＡに対し対向流となる
よう小チャンバ３２ｂ－１に導入するダクト３９が接続されている。
【００４８】
　ハウジング３２内には、平面視で、仕切り壁３３を貫通し、チャンバ３２ａ，３２ｂ－
２の両側に跨って位置するよう、デシカント除湿ロータ４０が設置されていると共に、デ
シカント除湿ロータ４０からハウジング３２の長手方向へダクト３８側へ向け離反した位
置に、仕切り壁３３を貫通し、チャンバ３２ａ、３２ｂ－１の両側に跨って位置するよう
デシカントロータ４１が設置されている。デシカントロータ４０，４１は駆動装置により
、仕切り壁３３と平行な方向へ延在する軸線に対し回転し得るようになっており、デシカ
ントロータ４１は、インバータ制御によりモータの周波数を調整して回転数を調整し得る
ようになっている。デシカントロータ４０，４１は仕切り壁３３と平行な方向へ空気が流
通し得るようにしたハニカム構造で、各ハニカム部には、除湿剤が担持されている。
【００４９】
　ハウジング３２のチャンバ３２ａには、デシカントロータ４０，４１間に位置するよう
冷却コイル４２が設置されると共に、デシカントロータ４１よりもダクト３８側に位置す
るよう、冷却コイル４３が設置されている。又、チャンバ３２ａには冷却コイル４３より
もダクト３８側に位置するよう、加湿器４４が設置され、加湿器４４よりもダクト３８側
に位置するよう、給気ファン４５が設置されている。給気ファン４５はインバータ制御に
よりモータの周波数を変更して回転数を調整し得るようになっている。
【００５０】
　デシカント空調機ユニット３１の外部に設置した冷却塔４６からは、中途部に冷却水ポ
ンプ４７を備えた管路４８、及び管路４９を介し冷却コイル４２，４３に冷却水を供給し
得るようになっており、冷却コイル４２，４３からは管路５０，５１を介し戻りの冷却水
を冷却塔４６へ戻し得るようになっている。管路４９は管路４８の中途部における、冷却
水ポンプ４７よりも冷却水流れ方向下流側に接続され、管路５０の管路５１接続部よりも
冷却水流れ方向上流側には流量制御弁５２が設けられ、管路５１には、流量制御弁５３が
設けられている。而して、冷却水は冷却塔４６と冷却コイル４２，４３の間を循環し得る
ようになっている。又、加湿器４４には中途部に加湿弁５４を備えた管路５５が接続され
ており、更に、デシカント空調機ユニット３１で処理された空気は、給気ファン４５によ
りダクト３８を介し給気ＳＡとして後工程の被空調空間へ送給されるようになっている。
【００５１】
　チャンバ３２ｂ内の小チャンバ３２ｂ－１内には、デシカントロータ４１よりもダクト
３９側に位置するよう、加熱コイル５６が設置され、小チャンバ３２ｂ－２内には、デシ
カントロータ４０よりも仕切り壁３４側に位置するよう、加熱コイル５７が設置されてい
る。又、小チャンバ３２ｂ－３内には、外気ＯＡの除湿時に、デシカントロータ４１，４
０の除湿剤を再生した空気を、排気ＥＡとしてダクト３７へ排出するための排気ファン５
８が設置されている。排気ファン５８はインバータ制御によりモータの周波数を調整して
回転数を調整し得るようになっている。
【００５２】
　デシカント空調機ユニット３１の外部に設置した温水蓄熱タンク５９からは、中途部に
温水ポンプ６０を備えた管路６１及び管路６２を介し加熱コイル５６，５７に温水を供給
し得るようになっており、加熱コイル５６，５７からは管路６３，６４を介し戻りの温水
を温水蓄熱タンク５９へ戻し得るようになっている。又、管路６３の管路６４接続部より
も温水流れ方向上流側には、流量制御弁６５が設けられ、管路６４には流量制御弁６６が
設けられている。而して、温水は温水蓄熱タンク５９と加熱コイル５６，５７との間を循
環し得るようになっている。又、温水蓄熱タンク５９からは、中途部に集熱ポンプ６７を
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備えた管路６８を介し太陽集熱器６９に温水を供給し得るようになっており、太陽集熱器
６９での集熱により温度の上昇した温水は、管路７０から温水蓄熱タンク５９へ供給し得
るようになっている。
【００５３】
　図中、７１は、一端をダクト３６に、又、他端をハウジング３２のチャンバ３２ｂにお
ける小チャンバ３２ｂ－２の壁面に接続されたダクトで、ダクト７１の小チャンバ３２ｂ
－２に接続した端部は、小チャンバ３２ｂ－２の加熱コイル５７とデシカントロータ４０
の間の位置に連通している。７２は、一端をハウジング３２のチャンバ３２ｂにおける小
チャンバ３２ｂ－１の壁面に接続され、他端をハウジング３２のチャンバ３２ｂにおける
小チャンバ３２ｂ－３の壁面に接続されたダクトで、ダクト７２の小チャンバ３２ｂ－１
に接続された端部は、小チャンバ３２ｂ－１のデシカントロータ４１と仕切り壁３４の間
に連通され、ダクト７２の小チャンバ３２ｂ－３に接続された端部は、小チャンバ３２ｂ
－３の仕切り壁３５と排気ファン５８の間に連通されている。又、７３はハウジング３２
の、ダクト３６からチャンバ３２ａへの外気ＯＡを導入する一端部に設けたダンパ、７４
は仕切り壁３４に設けたダンパ、７５は仕切り壁３５に設けたダンパ、９６はハウジング
３２の小チャンバ３２ｂ－２とチャンバ３２ａとが連通し得るよう、仕切り壁３３に設け
たダンパである。又、７６はダクト７１に設けたダンパ、７７はダクト７２に設けたダン
パである。更に、７８はダクト３６のダクト７１接続部よりも外気ＯＡ流れ方向上流側に
設けた温湿度検出器、７９はデシカント空調機ユニット３１のチャンバ３２ａに設置した
冷却コイル４２の空気流れ方向下流側に設けた温度検出器、８０はデシカント空調機ユニ
ット３１のチャンバ３２ａに設置した冷却コイル４２の空気流れ方向下流側に、温度検出
器７９に近接して設けた露点温度検出器、８１はダクト３８に設けた露点温度検出器、８
２はダクト３８に露点温度検出器８１に近接して設けた温度検出器である。
【００５４】
　図１の外気処理用空調システムが適用される被空調空間としては、例えば、外気ＯＡを
導入する際に年間を通してその露点温度が一定であることが求められる被空調空間が対象
であり、年間を通して恒温、恒湿の室内条件（当該室内の乾球温度と露点温度が一定）で
あり、且つ、年間を通して除湿負荷が小さく、顕熱負荷に比較して潜熱負荷が小さい室（
室内発熱が大きく人体からの発汗が少ない場所）が対象である。具体的には、多数の電算
機や通信機器が収納されたデータセンタ、クリーンルーム、動物舎、製薬工場、非化学系
の研究所等である。
【００５５】
　図２には、図１の外気処理用空調システムに制御系を加えた構成が示されている。図２
中、８３は演算制御装置で、該演算制御装置８３は、外気露点温度演算部８４、除湿・加
湿モード判断部８５、ダンパ切替え操作指示部８６を備えている。なお、除湿・加湿モー
ド判断部８５で判断される除湿モードは、外気ＯＡを除湿し、冷却し、給気ＳＡとして被
空調空間へ送給するモードであり、加湿モードは、外気ＯＡを加熱し、加湿し、給気ＳＡ
として被空調空間へ送給するモードである。而して、外気露点温度演算部８４では、温湿
度検出器７８で検出されて与えられた、デシカント空調機ユニット３１のハウジング３２
のチャンバ３２ａに導入される前の外気ＯＡの温度（乾球温度ｔ［℃］）及び湿度（相対
湿度φ）を基に、［数１］、［数２］及び空調で用いる以下の一般的な式により外気ＯＡ
の露点温度（外気露点温度）を演算し得るようになっている。
［数１］
  Ｐｓ＝６．１１×１０＾{７．５ｔ／（ｔ＋２３７．３）}
【００５６】
　［数１］はテテンス（Ｔｅｔｅｎｓ）の式であり、水が凍らない環境について適用され
る。［数１］を変形すると［数２］になる。
［数２］
  ｔ＝２３７．３×log(Ｐｓ／６．１１)／(７．５×log(１０)＋log(６．１１／Ｐｓ))
【００５７】
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　［数１］、［数２］中、Ｐｓは飽和蒸気圧で、単位は［ｈＰａ］で、ｐｗｓの形でも表
される。又、水蒸気分圧ｐｗはｐｗ＝ｐｗｓ×φ／１００で求められ、Ｐｓ＝ｐｗとして
［数２］に代入して求めたｔが外気露点温度Ｔｄｐｏａである。
【００５８】
　除湿・加湿モード判断部８５は、演算されて外気露点温度演算部８４から与えられた外
気露点温度Ｔｄｐｏａ（［数２］ではｔ）と予め設定されている設定露点温度Ｔｄｐｒｏ
を比較し、Ｔｄｐｏａ＞Ｔｄｐｒｏ＋ΔＴの場合（デシカント空調機ユニット３１のハウ
ジング３２におけるチャンバ３２ａに取り込む外気露点温度Ｔｄｐｏａが、設定露点温度
Ｔｄｐｒｏよりも不感帯露点温度域ΔＴ℃を越えて高い場合）は、外気処理用空調システ
ムは除湿モードとし、Ｔｄｐｏａ＜Ｔｄｐｒｏ－ΔＴの場合（前記チャンバ３２ａに取り
込む外気露点温度Ｔｄｐｏａが、被空調空間の設定露点温度Ｔｄｐｒｏよりも不感帯露点
温度域ΔＴ℃を超えて低い場合）は加湿モードを選定し得るようになっている。このよう
に除湿、加湿の切替えに不感露点温度域ΔＴ℃（不感露点温度域とは、このΔＴ℃の露点
温度範囲にある場合は、運転モードが除湿モードから加湿モードへ、或は、加湿モードか
ら除湿モードへ切替らない温度範囲を言う。）を考慮するのは、除湿、加湿の切替えが頻
繁に行なわれると制御が不安定になるので、これを防止するためである。この除湿、加湿
の切替えのタイミングを図示すると図９のようになる。図９では、設定露点温度Ｔｄｐｒ
ｏは１３℃ＤＰであり、これは、室温を２４℃、相対湿度を５０％ＨＲとした場合である
。又、除湿モードが行なわれるのは、図１０の空気線図におけるハッチング部、加湿モー
ドが行なわれるのは、図１１の空気線図におけるハッチング部である。
【００５９】
　除湿・加湿モード判断部８５で判断された除湿モード或は加湿モードに基づき、ダンパ
切替え操作指示部８６からはダンパ切替え操作指令が出力されて除湿モード或は加湿モー
ドに基づき、ダンパ７３～７７，９６の開閉を行い得るようになっている。
【００６０】
　演算制御装置８３は、外気ＯＡの除湿モード時にデシカント空調機ユニット３１の冷却
コイル４２で冷却された空気の温度を所定の温度に制御するための温度調整部８７を備え
ている。すなわち、温度調整部８７では、温度検出器７９により検出した冷却コイル４２
下流側の空気温度Ｔｃｄｂと、予め設定されている冷却コイル４２下流側の設定空気温度
Ｔｃｄｂｏ（例えば、外気湿球温度＋３℃で、これは一例であり、外気の状態により変更
可能である。）の差を採って冷却コイル４２下流側の空気温度偏差ΔＴｃｄｂを求め、該
空気温度偏差ΔＴｃｄｂを比例積分微分演算（以下、ＰＩＤ演算と称する。）して得られ
た弁開閉指令Ｖ１を、外気ＯＡの冷却時に冷却塔４６からデシカント空調機ユニット３１
の冷却コイル４２に供給された戻りの冷却水が通る管路５０に設けられている流量制御弁
５２に与え、該流量制御弁５２の開度を制御し得るようになっている。
【００６１】
　演算制御装置８３は、外気ＯＡの除湿モード時に被空調空間へ送給される空気を除湿し
たデシカントロータ４０の除湿剤の水分を加熱、除去することにより、デシカントロータ
４０を再生させるべく、加熱コイル５７で、小チャンバ３２ｂ－１からダンパ７４を経て
導入された空気を加熱させる際に、この加熱量を制御してデシカントロータ４０の除湿量
を給気ＳＡの露点温度に制御するための露点温度調整部８８を備えている。すなわち、露
点温度調整部８８では、露点温度検出器８０により検出した冷却コイル４２下流側の空気
の露点温度Ｔｃｄｐと、冷却コイル４２下流側の空気の設定露点温度Ｔｃｄｐｏの差を採
って冷却コイル４２下流側の空気の露点温度偏差ΔＴｃｄｐを求め、該露点温度偏差ΔＴ
ｃｄｐをＰＩＤ演算して得られた弁開閉指令Ｖ２を、外気ＯＡの除湿時におけるデシカン
トロータ４０の除湿剤を加熱し、乾燥する再生時に、温水蓄熱タンク５９からデシカント
空調機ユニット３１の加熱コイル５７に供給されて戻る温水が通る管路６４に設けられて
いる流量制御弁６６に与え、流量制御弁６６の開度を制御し得るようになっている。ここ
で、例えば、外気ＯＡのデシカントロータ４０での除湿量とデシカントロータ４１での除
湿量を等しいとした場合には、冷却コイル４２下流側の空気の設定露点温度Ｔｃｄｐｏは
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、被空調空間の露点温度と、外気の露点温度の中間の値である。
【００６２】
　外気ＯＡの除湿モード時における上記設定露点温度Ｔｃｄｐｏを被空調空間の露点温度
と外気の露点温度の中間値とするということは、デシカントロータ４０，４１における除
湿量を単純に二等分してデシカントロータ４０，４１の除湿量に偏りがないようにするた
めである。冷凍機を用いず、冷却塔４６を用いているため、外気ＯＡを何℃まで冷却でき
るかは、そのときの外気ＯＡの湿球温度で決まり、季節、天候、時刻でリアルタイムに変
化することになる。
【００６３】
　演算制御装置８３は、外気ＯＡの加湿モード時にデシカント空調機ユニット３１で加湿
されてダクト３８内を送給される給気ＳＡの温度を所定の温度に制御するための温度調整
部８９を備えている。すなわち、温度調整部８９では、温度検出器８２により検出したダ
クト３８内の給気温度Ｔｓａｄと、予め設定されている設定温度Ｔｓａｒｏの差を採って
給気温度偏差ΔＴｓａｒを求め、該給気温度偏差ΔＴｓａｒをＰＩＤ演算して得られた弁
開閉指令Ｖ３を、外気ＯＡの加湿時に温水蓄熱タンク５９からデシカント空調機ユニット
３１の加熱コイル５７に供給された戻りの温水が通る管路６４に設けられている流量制御
弁６６に与え、該流量制御弁６６の開度を制御し得るようになっている。温度調整部８９
においては、設定温度Ｔｓａｒｏは、例えば、被空調空間の温度の設定値を用いるが、こ
れは一例であり、任意の値に設定することができる。
【００６４】
　演算制御装置８３は、外気ＯＡの除湿モード時にデシカント空調機ユニット３１で除湿
されてダクト３８内を送給される給気ＳＡの温度を所定の温度に制御するための温度調整
部９０を備えている。すなわち、温度調整部９０では、温度検出器８２により検出したダ
クト３８内の給気温度Ｔｓａｄと、予め設定されているダクト３８内の給気ＳＡの設定温
度Ｔｓａｄｏ（例えば、外気湿球温度＋３℃で、これは一例であり、外気の状態により変
更可能である）の差を採ってダクト３８内の給気温度偏差ΔＴｓａｄを求め、該給気温度
偏差ΔＴｓａｄをＰＩＤ演算して得られた弁開閉指令Ｖ４を、外気の除湿時に冷却塔４６
からデシカント空調機ユニット３１の冷却コイル４３に供給されて戻る冷却水が通る管路
５１に設けられている流量制御弁５３に与え、該流量制御弁５３の開度を制御し得るよう
になっている。
【００６５】
　演算制御装置８３は、外気ＯＡの加湿モード時にデシカント空調機ユニット３１で加湿
されてダクト３８内を送給される給気ＳＡの露点温度を所定の露点温度に制御するための
露点温度調整部９１を備えている。すなわち、露点温度調整部９１では、露点温度検出器
８１により検出したダクト３８内の給気ＳＡの露点温度Ｔｄｐｄと、予め設定されている
給気ＳＡの設定露点温度Ｔｄｐｒｏの差を採って給気ＳＡの露点温度偏差ΔＴｄｐｒを求
め、該露点温度偏差ΔＴｄｐｒをＰＩＤ演算して得られたデシカントロータ回転数指令Ｖ
５を、外気ＯＡの加湿モード時にデシカントロータ４１のモータに与えてデシカントロー
タ４１の回転数を、周波数制御し得るようになっていると共に、前記露点温度偏差ΔＴｄ
ｐｒをＰＩＤ演算して得られた弁開閉指令Ｖ６を、外気ＯＡの加湿時に空気を水加湿する
ための加湿器４４の加湿弁５４に与え、加湿弁５４の開度を制御し得るようになっている
。露点温度調整部９１においては、設定露点温度Ｔｄｐｒｏは、例えば、被空調空間の露
点温度の設定値を用いるが、これは一例であり、任意の値に設定できる。
【００６６】
　演算制御装置８３は、外気ＯＡの除湿モード時に被空調空間へ送給される空気を除湿し
たデシカントロータ４１の除湿剤の水分を加熱、除去することにより、デシカントロータ
４１を再生させるべく、加熱コイル５６で、ダクト３９から小チャンバ３２ｂ－１に導入
された還気ＲＡを加熱させる際に、この加熱量を制御してデシカントロータ４１の除湿量
を給気ＳＡの露点温度に制御するための露点温度調整部９２を備えている。すなわち、露
点温度調整部９２では、露点温度検出器８１により検出したダクト３８内の給気ＳＡの露
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点温度Ｔｄｐｄと、予め設定されている給気ＳＡの設定露点温度Ｔｄｐｒｏの差を採って
給気ＳＡの露点温度偏差ΔＴｄｐｒを求め、外気ＯＡの除湿時におけるデシカントロータ
４１の再生時に、露点温度偏差ΔＴｄｐｒをＰＩＤ演算して得られた弁開閉指令Ｖ７を、
デシカント空調機ユニット３１での外気の除湿時に温水蓄熱タンク５９からデシカント空
調機ユニット３１の加熱コイル５６に供給された戻りの温水が通る管路６３に設けられて
いる流量制御弁６５に与え、該流量制御弁６５の開度を制御し得るようになっている。露
点温度調整部９２においては、設定露点温度Ｔｄｐｒｏは、例えば、被空調空間の露点温
度の設定値を用いるが、これは一例であり、任意の値に設定できる。
【００６７】
　演算制御装置８３は、除湿・加湿モード判断部８５からの除湿モード、或は加湿モード
により切替り、外気ＯＡの除湿時には、露点温度調整部８８からの弁開閉指令Ｖ２を、又
、外気ＯＡの加湿時には、外気ＯＡの加湿に先立っての加熱時に温度調整部８９からの弁
開閉指令Ｖ３を、温水の流量制御弁６６に与え得るよう、セレクタ９３を備えている。
【００６８】
　演算制御装置８３は、除湿・加湿モード判断部８５からの除湿モード、或は加湿モード
により切替り、外気ＯＡの除湿時には、演算制御装置８３のデシカントロータ定回転司令
部９４からのデシカントロータ定回転指令Ｃを、又、外気の加湿時には、露点温度調整部
９１からのデシカントロータ回転数指令Ｖ５を、デシカントロータ４１のモータに与え得
るよう、セレクタ９５を備えている。
【００６９】
　次に、実施例１の作用について説明する。
  実施例１では 、除湿モード或は加湿モードにより外気ＯＡの除湿或は加湿を行なうが
、先ずその前提条件の一例について、図４、図７、図８をも参照しつつ説明する。すなわ
ち、被空調空間としてはデータセンタを想定し、被空調空間では、年間を通して熱負荷が
大きく、除湿負荷が発生しているとし、空調条件を以下に述べるように年間を通じて一定
であるとする。なお、内調機は被空調空間内に設置されて被空調空間の負荷の処理を行い
、デシカント空調機ユニット３１は外気ＯＡの負荷の処理を行い、被空調空間の負荷につ
いては潜熱負荷がなく、且つ、絶対湿度は一定であると仮定する。すなわち、デシカント
空調機ユニット３１は、外気ＯＡを所定の温湿度に処理し、給気ＳＡとして被空調空間へ
送給するための装置であり、被空調空間の温湿度は内調機により制御されることになる。
【００７０】
　被空調空間内における条件は、除湿時においても加湿時においても、乾球温度（所謂、
温度であり、以下同様である。）２４℃ＤＢ、相対湿度５０％ＲＨ、絶対湿度０．００９
３ｋｇ／ｋｇＤＡである。
【００７１】
　又、デシカント空調機ユニット３１の運転動作は除湿モードと加湿モードに分けて扱い
、除湿時においては、給気ＳＡの給気目標は、乾球温度Ｘ℃ＤＢ、絶対湿度０．００９３
ｋｇ／ｋｇＤＡ（後述の図４における状態（ｖ））とし、加湿時においては、乾球温度２
４℃ＤＢ、相対湿度６５％ＲＨ、絶対湿度０．００９３ｋｇ／ｋｇＤＡ（後述の図７にお
ける状態（ｉｖ））とする。
【００７２】
　外気ＯＡの除湿時のデシカント空調機ユニット３１の給気目標をＸ℃ＤＢとしたが、こ
れは、冷却コイル４２，４３で冷却可能な温度まで冷却することである。冷却コイル４２
，４３の冷却水は、冷凍機等を使用しないで冷却塔４６で生成した冷却水を用いているた
め、何℃まで冷却できるかは、そのときの外気ＯＡの温湿度状態の湿球温度で決まり、季
節、天候、時刻でリアルタイムで決定される。このため、制御中の外気状態から冷却塔４
６において得られる冷却水により、外気ＯＡを冷却できる限界温度を給気ＳＡの温度とし
、給気温度＝外気湿球温度＋３℃としている。因みに、夏期のピーク時に外気湿球温度が
最も高くなり給気温度も高くなる。例えば、外気温度が３３℃ＤＢ、相対湿度が６０％Ｒ
Ｈの場合、外気湿球温度は２７℃ＷＢであり、夏期ピーク時の給気温度は、２７℃＋３℃
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＝３０℃まで、冷却されるものと見込んでいる（図４の状態（ｉｉｉ）、（ｖ）参照）。
【００７３】
　又、外気ＯＡの除湿時には、デシカントロータ４０，４１の空気流れ方向下流側では、
冷却コイル４２，４３により夫々冷却を行っているが、冷却コイル４２の下流側の給気露
点温度は、被空調空間の露点温度と外気露点温度の中間の値で、具体的には夏期ピークで
１２．９℃ＤＰと、２４．２℃ＤＰの中間で１８．６℃ＤＰであり、冷却コイル４３下流
側では、被空調空間の露点温度で、年間を通して一定であり、具体的には１２．９℃ＤＰ
である。加湿時には、被空調空間の露点温度を給気露点温度とする。具体的には、年間を
通して一定であり、１２．９℃ＤＰである。
【００７４】
　外気ＯＡの加湿時の給気ＳＡの温度目標は、被空調空間の温度条件と等しく、年間を通
し一定の２４℃である。すなわち、空気の加湿時の給気温度は２４℃（後述の図７の状態
（ｉｖ））であるが、後述の図７の空気線図では、状態（ｉ）と状態（ｉｖ）に示すよう
に、約１℃以下から４４℃まで加熱された後、２４℃まで下降することになる。又、図７
の状態（ｉｉ）と状態（ｉｉｉ）に示すように、還気ＲＡはデシカントロータ４１により
加湿されることにより、温度は４４℃から３０℃まで下降する。なお、空気の状態（ｉｉ
ｉ）は、状態（ｉｉ）の空気が状態（ｖ）の空気から、デシカントロータ４１において絶
対湿度の差の７０％（設計値）の水分を奪うものとして決定している（状態（ｉｉｉ）の
絶対湿度＝０．００１３＋（０．００９３－０．００１３）×０．７＝０．００６９ｋｇ
／ｋｇＤＡ）。
【００７５】
　加湿器４４では、デシカントロータ４１での加湿では不足する分の水加湿を行っている
が、加湿前後で空気の温度は、図７に示すように３０℃から２４℃に下降する。加湿の手
段は種々あるが、加湿器４４により水加湿を行なうと、空気は状態（ｉｉｉ）から状態（
ｉｖ）となる。又、加熱コイル５７での加熱は温水蓄熱タンク５９に蓄熱した温水を利用
しているが、５０℃から８０℃程度の高温で蓄熱した温水を使用できるとすると、加熱温
度に余裕ができるので、外気ＯＡを加熱する際には、外気ＯＡの状態でリアルタイムに加
熱コイル５７における加熱温度の限界が決まることはないと考えられる。外気ＯＡの加湿
時の給気露点温度は被空調空間の露点温度と等しく、年間を通じて一定の１２．９℃ＤＰ
である。
【００７６】
　デシカント空調機ユニット３１から給気される給気ＳＡの給気温度の制御目標値につい
て、図８の空気線図により説明すると、上記したように、除湿時には、夏期のピーク時に
外気ＯＡの湿球温度が最も高くなり、従って、給気ＳＡの給気温度も高くなる。例えば、
図８に示すように、外気ＯＡの乾球温度が３３℃ＤＢで相対湿度が６０％ＲＨの状態をＰ
１とすると、Ｐ１から比エンタルピの線と平行に線を延ばし、飽和空気線（相対湿度１０
０％ＲＨ）との交点をＰ２とし、Ｐ２から乾球温度の線に平行に下がったＰ３の乾球温度
２７℃ＤＢ（図８では、Ｐ３は乾球温度２６℃ＤＢと２７℃ＤＢの間にあるが、大きめに
見て２７℃ＤＢとする。）が湿球温度２７℃ＷＢとなる。この湿球温度２７℃ＷＢが外気
湿球温度であり、上述したように、外気湿球温度＋３℃を給気ＳＡの給気温度とし、前述
のダクト３８内給気の設定温度Ｔｓａｄｏとする。
【００７７】
　又、デシカント空調機ユニット３１から給気される給気ＳＡの給気温度の制御目標値は
、加湿時には、被空調空間の設定温度（前述の被空調空間の設定温度Ｔｓａｒｏであり、
同様に、給気露点温度の制御目標値は、除湿時には、被空調空間の設定露点温度（前述の
被空調空間の給気ＳＡの設定露点温度Ｔｄｐｒｏ）であり、加湿時にも、被空調空間の設
定露点温度（前述し後述もしている設定露点温度Ｔｄｐｒｏ）である。設定露点温度Ｔｄ
ｐｒｏは１３℃ＤＰである。すなわち、図８の空気線図に示すように、被空調空間の室温
を２４℃、相対湿度を５０％ＲＨとする場合の状態をＰ４とすると、Ｐ４から絶対湿度と
平行に水平線を延ばし、相対湿度が１００％ＲＨとの交点をＰ５とし、Ｐ５から乾球温度
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の線に平行に下がったＰ６の乾球湿度が被空調空間の給気ＳＡの設定露点温度１３℃ＤＰ
となる。
【００７８】
　以下、場合を分けて説明する。
  Ｉ）実施例１において除湿モードの場合（デシカント空調機ユニット３１で外気ＯＡを
除湿する場合）
  外気処理用空調システムが運転されている場合は、デシカント空調機ユニット３１の上
流側で温湿度検出器７８により検出された、外気ＯＡの乾球温度ｔと、相対湿度φは、演
算制御装置８３の外気露点温度演算部８４に与えられ、温度検出器７９で検出した冷却コ
イル４２下流側の空気温度Ｔｃｄｂは演算制御装置８３の温度調整部８７に与えられ、露
点温度検出器８０で検出した冷却コイル４２下流側の空気の露点温度Ｔｃｄｐは露点温度
調整部８８に与えられ、露点温度検出器８１で検出したダクト３８内の給気ＳＡの露点温
度Ｔｄｐｄは露点温度調整部９１，９２に与えられ、温度検出器８２で検出したダクト３
８内の給気ＳＡの温度Ｔｓａｄは、温度調整部８９，９０に与えられている。
【００７９】
　而して、外気露点温度演算部８４では、前記［数１］、［数２］及びｐｗ＝ｐｗｓ×φ
／１００やＰｓ＝ｐｗを基として外気露点温度Ｔｄｐｏａが求められ、求められた外気露
点温度Ｔｄｐｏａは除湿・加湿モード判断部８５へ与えられる。除湿・加湿モード判断部
８５では、外気露点温度Ｔｄｐｏａが、Ｔｄｐｏａ＞Ｔｄｐｒｏ＋ΔＴか、Ｔｄｐｏａ＜
Ｔｄｐｒｏ－ΔＴか演算され、Ｔｄｐｏａ＞Ｔｄｐｒｏ＋ΔＴの場合は、除湿モードと判
断され、Ｔｄｐｏａ＜Ｔｄｐｒｏ－ΔＴの場合は、加湿モードと判断される（図９参照）
。
【００８０】
　例えば、除湿・加湿モード判断部８５で除湿モードと判断された場合は、ダンパ切替え
操作指示部８６からダンパ７３～７７，９６に開閉指令が与えられ、ダンパの開閉が行な
われる。除湿モードの際に「全開」となるのはダンパ７３,７４,７５であり、「全閉」と
なるのは、ダンパ７６，７７，９６である。又、除湿モードの際には、デシカントロータ
４０，４１が駆動され、給気ファン４５が駆動され、排気ファン５８が駆動され、冷却塔
４６、冷却水ポンプ４７、温水ポンプ６０が駆動されている。又、流量制御弁５２，５３
，６５，６６は後述のように制御されて所定開度に開いており、加湿弁５４は閉止してい
る。更に又、温水蓄熱タンク５９に集熱を行なう必要がある場合は、集熱ポンプ６７が駆
動されている。これは適宜行なわれる。
【００８１】
　演算制御装置８３の温度調整部８７では、温度検出器７９により検出した冷却コイル４
２下流側の空気温度Ｔｃｄｂと、予め設定されている冷却コイル４２下流側の設定空気温
度Ｔｃｄｂｏの差を採って冷却コイル４２下流側の空気温度偏差ΔＴｃｄｂが求められ、
この空気温度偏差ΔＴｃｄｂはＰＩＤ演算して弁開閉指令Ｖ１が求められ、この弁開閉指
令Ｖ１は、冷却塔４６からデシカント空調機ユニット３１の冷却コイル４２に供給されて
冷却コイル４２から冷却水が戻る管路５０に設けられている流量制御弁５２に与えられ、
流量制御弁５２の開度を制御する。このため、冷却塔４６からの冷却水は、冷却水ポンプ
４７により、管路４８、冷却コイル４２、管路５０、冷却塔４６の間を流量制御されつつ
循環している。
【００８２】
　露点温度調整部８８では、露点温度検出器８０で検出した冷却コイル４２下流側の空気
の露点温度Ｔｃｄｐと、予め設定されている冷却コイル４２下流側の空気の設定露点温度
Ｔｃｄｐｏの差が採られて冷却コイル４２下流側の空気の露点温度偏差ΔＴｃｄｐが求め
られ、この空気の露点温度偏差ΔＴｃｄｐはＰＩＤ演算して弁開閉指令Ｖ２が求められ、
この弁開閉指令Ｖ２はセレクタ９３に与えられている。又、温度調整部８９では、温度検
出器８２で検出したダクト３８内の給気温度Ｔｓａｄと、予め設定されている設定温度Ｔ
ｓａｒｏの差が採られて給気温度偏差ΔＴｓａｒが求められ、この給気温度偏差ΔＴｓａ
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ｒはＰＩＤ演算して弁開閉指令Ｖ３が求められ、この弁開閉指令Ｖ３はセレクタ９３に与
えられている。
【００８３】
　而して、外気ＯＡの除湿時においては、セレクタ９３には、除湿・加湿モード判断部８
５から除湿モードの指令が与えられているため、セレクタ９３からは、露点温度調整部８
８からの弁開閉指令Ｖ２が出力され、温水蓄熱タンク５９から加熱コイル５７に供給され
て加熱コイル５７から温水が戻る管路６４に設けられている流量制御弁６６に与えられ、
流量制御弁６６の開度を制御する。このため、温水蓄熱タンク５９からの温水は、温水ポ
ンプ６０により管路６１，６２、加熱コイル５７、管路６４，６３、温水蓄熱タンク５９
の間を流量制御されつつ循環している。
【００８４】
　温度調整部９０では、温度検出器８２で検出したダクト３８内の給気温度Ｔｓａｄと、
予め設定されているダクト３８内の給気の設定温度Ｔｓａｄｏの差が採られてダクト３８
内の給気温度偏差ΔＴｓａｄが求められ、この給気温度偏差ΔＴｓａｄはＰＩＤ演算され
て弁開閉指令Ｖ４が求められ、この弁開閉指令Ｖ４は、冷却塔４６からデシカント空調機
ユニット３１の冷却コイル４３に供給されて冷却コイル４３から冷却水が戻る管路５１に
設けられている流量制御弁５３に与えられ、流量制御弁５３の開度を制御する。このため
、冷却塔４６からの冷却水は、冷却水ポンプ４７により、管路４８，４９、冷却コイル４
３、管路５１，５０、冷却塔４６の間を流量制御されつつ循環している。
【００８５】
　露点温度調整部９１では、露点温度検出器８１により検出したダクト３８内の給気の露
点温度Ｔｄｐｄと、給気の設定露点温度Ｔｄｐｒｏの差が採られて給気の露点温度偏差Δ
Ｔｄｐｒが求められ、この露点温度偏差ΔＴｄｐｒはＰＩＤ演算されてデシカントロータ
回転数指令Ｖ５が求められ、このデシカントロータ回転数指令Ｖ５は、セレクタ９５に与
えられるが、空気の除湿時には、セレクタ９５はデシカントロータ定回転司令部９４側に
切替っているため、デシカントロータ回転数指令Ｖ５はデシカントロータ４１のモータに
与えられることはない。しかし、デシカントロータ定回転司令部９４からのデシカントロ
ータ定回転指令Ｃがセレクタ９５からデシカントロータ４１のモータに与えられるため、
外気ＯＡの除湿時には、デシカントロータ４１は、モータの周波数が調整されてインバー
タ制御が行われ、回転数は定回転制御されている。又、露点温度偏差ΔＴｄｐｒはＰＩＤ
演算されて弁開閉指令Ｖ６が求められ、この弁開閉指令Ｖ６は、空気の除湿時に加湿器４
４の加湿弁５４へ与え得るようになっている。しかし、外気ＯＡの除湿時には、弁開閉指
令Ｖ６は加湿器４４の加湿弁５４には与えられないため加湿弁５４は閉止している。
【００８６】
　露点温度調整部９２では、露点温度検出器８１で検出したダクト３８内の給気の露点温
度Ｔｄｐｄと、設定露点温度Ｔｄｐｒｏの差が採られて給気の露点温度偏差ΔＴｄｐｒが
求められ、この露点温度偏差ΔＴｄｐｒはＰＩＤ演算されて弁開閉指令Ｖ７が求められ、
この弁開閉指令Ｖ７は、温水蓄熱タンク５９から加熱コイル５６に供給されて加熱コイル
５６から温水が戻る管路６３に設けられている流量制御弁６５に与えられ、流量制御弁６
５の開度を制御する。このため、温水蓄熱タンク５９からの温水は、温水ポンプ６０によ
り管路６１、加熱コイル５６、管路６３、温水蓄熱タンク５９との間を流量制御されつつ
循環している。
【００８７】
　外気ＯＡの除湿時には、高温、高湿の外気ＯＡは、図３に示すように、ダクト３６から
デシカント空調機ユニット３１のハウジング３２におけるチャンバ３２ａに導入され、チ
ャンバ３２ａに送給された外気ＯＡは、回転している第一段目のデシカントロータ４０の
ハニカム部に充填されている、小チャンバ３２ｂ－２側で再生された除湿剤を通り断熱除
湿される。この際、除湿により外気ＯＡ（空気）は潜熱が低下し、除湿時の反応熱（蒸発
潜熱）により外気ＯＡ（空気）の顕熱は増加して空気の温度は上昇する。
【００８８】
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　デシカントロータ４０で断熱除湿された空気は、冷却塔４６と冷却コイル４２の間で循
環している冷却水によりデシカントロータ４０の空気流れ方向下流側において冷却コイル
４２により冷却されて顕熱が下降し、第二段目のデシカントロータ４１に供給される。而
して、デシカントロータ４１に導入された空気は、デシカントロータ４１のハニカム部に
充填されている、小チャンバ３２ｂ－２側で再生された除湿剤を通り断熱除湿される。こ
の際、除湿により空気は潜熱が低下し、除湿時の反応熱（蒸発潜熱）により空気の顕熱は
増加して空気の温度は上昇する。
【００８９】
　デシカントロータ４１で断熱除湿された空気は、冷却塔４６と冷却コイル４３の間で循
環している冷却水によりデシカントロータ４１の空気流れ方向下流側において冷却コイル
４３により冷却されて顕熱が下降し、冷却コイル４３で冷却された空気は、加湿器４４で
加湿されることなく、給気ファン４５により所定の温度の給気ＳＡとしてダクト３８へ送
給され、ダクト３８から後工程の被空調空間へ送給される。被空調空間では、給気ＳＡは
被空調空間内の空気と混合し、混合空気として内調機（図示せず）に送給され、内調機か
ら空調用空気として被空調空間へ送出される。この場合、被空調空間は除湿負荷がないた
め、空気は内調機では、除湿を行なわれることなく、被空調空間へ送出される。又、被空
調空間内の空気の一部は、還気ＲＡとして被空調空間からダクト３９へ排気される。
【００９０】
　ダクト３９へ排出された還気ＲＡは、ダクト３９からデシカント空調機ユニット３１の
ハウジング３２における小チャンバ３２ｂ－１に導入され、温水蓄熱タンク５９と加熱コ
イル５６とを循環している温水により、加熱コイル５６において加熱されて高温となり、
デシカントロータ４１へ送給されて、チャンバ３２ａ側から小チャンバ３２ｂ－１側へ回
転しているデシカントロータ４１の除湿剤を加熱することにより、除湿剤の乾燥による再
生が行なわれる。このため、除湿剤の再生を行なった還気ＲＡ（空気）は、潜熱が上昇し
、顕熱が下降する。
【００９１】
　デシカントロータ４１から送出された空気は、ダンパ７４を通って小チャンバ３２ｂ－
２に送給され、温水蓄熱タンク５９と加熱コイル５７とを循環している温水により、加熱
コイル５７において加熱されて高温となり、デシカントロータ４０へ送給されて、チャン
バ３２ａ側から小チャンバ３２ｂ－２側へ回転しているデシカントロータ４０の除湿剤を
加熱することにより、除湿剤の乾燥による再生が行なわれる。このため、除湿剤の再生を
行なった還気ＲＡ（空気）は、潜熱が上昇し、顕熱が下降する。
【００９２】
　デシカントロータ４０の再生に供せられた空気は、ダンパ７５を通って小チャンバ３２
ｂ－３に送給され、排気ファン５８により屋外へ排出される。
【００９３】
　実施例１の除湿時の空気の状態を空気線図に示すと図４に示すようになる。図４中、Ｏ
Ａは外気、ＳＡは給気、ＲＡは還気、ＭＡは給気ＳＡと還気ＲＡが混合した混合空気、Ｅ
Ａは排気である。又、還気ＲＡの流量と給気ＳＡの流量の比は約４対１、被空調空間の顕
熱比ＳＨＦは約１である。又、図４において、ＤＲ１はデシカントロータ４０、ＤＲ２は
デシカントロータ４１、ＣＣ１は冷却コイル４２、ＣＣ２は冷却コイル４３、ＨＣ１は加
熱コイル５７、ＨＣ２は加熱コイル５６である（図１参照）。更に、図４においにおいて
Ａｒｗは外気除湿時負荷（デシカント空調機ユニット３１における外気ＯＡの除湿時の処
理負荷で、顕熱と潜熱を合計した全熱）、Ｌｃｃ１は冷却コイル冷却負荷（冷却コイル４
２の冷却負荷（顕熱））、Ｌｃｃ２は冷却コイル冷却負荷（冷却コイル４３の冷却負荷（
顕熱））、Ｌｈｃ１は加熱コイル加熱負荷（加熱コイル５７の加熱負荷（顕熱））、Ｌｈ
ｃ２は加熱コイル加熱負荷（加熱コイル５６の加熱負荷（顕熱））、Ｄｒｗはデシカント
空調機ユニット除湿時負荷（除湿時のデシカント空調機ユニット３１におけるデシカント
ロータ４０，４１の外気除湿負荷で潜熱）である。図３における（ｉ）～（ｘ）は、空気
の状態を示すシステム上の位置を示しており、図４の空気線図の（ｉ）～（ｘ）は、図３
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の位置（ｉ）～（ｘ）における空気の状態を示している。
【００９４】
　以下、空気の状態を図３、図４により説明する。ダクト３６からダンパ７３を経てデシ
カント空調機ユニット３１のハウジング３２におけるチャンバ３２ａに導入された外気Ｏ
Ａは、デシカントロータ４０の空気流れ方向上流側の図３に示す位置（ｉ）では、図４の
状態（ｉ）にある。而して、回転しているデシカントロータ４０へ導入されてデシカント
ロータ４０を通過した外気ＯＡは、デシカントロータ４０の除湿剤により除湿され、絶対
湿度が下降して潜熱が低下すると共に、除湿される際の反応熱により温度が上昇して顕熱
が上昇し、除湿された空気はデシカントロータ４０の空気流れ方向下流側における位置（
ｉｉ）では、図４の状態（ｉｉ）となる。
【００９５】
　空気は図３の位置（ｉｉ）から冷却コイル４２を通り、冷却塔４６と冷却コイル４２を
循環している冷却水により冷却コイル４２において冷却されて温度の下降により顕熱が低
下し、冷却コイル４２の空気流れ方向下流側の位置（ｉｉｉ）では、図４の状態（ｉｉｉ
）となる。すなわち、状態（ｉｉｉ）では、空気の乾球湿度は約３０℃ＤＢ、絶対湿度は
約０．０１４ｋｇ／ｋｇＤＡである。又、冷却コイル４２で冷却された空気は、デシカン
トロータ４１へ導入され、定回転しているデシカントロータ４１を通過した空気は、デシ
カントロータ４１の除湿剤により除湿され、絶対湿度が下降して潜熱が低下すると共に、
除湿される際の反応熱により温度が上昇して顕熱が上昇し、除湿された空気はデシカント
ロータ４１の空気流れ方向下流側における位置（ｉｖ）では、図４の状態（ｉｖ）となる
。
【００９６】
　空気は図３の位置（ｉｖ）から冷却コイル４３を通り、冷却塔４６と冷却コイル４３を
循環している冷却水により冷却コイル４３において冷却されて温度の下降により顕熱が低
下し、冷却コイル４３の空気流れ方向下流側の位置（ｖ）では、図４の状態（ｖ）となり
、給気ファン４５により給気ＳＡとしてダクト３８へ送出され、後工程の被冷却空間へ送
給される。図４の状態（ｖ）においては、給気ＳＡの乾球温度は約３０℃ＤＢ、絶対湿度
は約０．００９ｋｇ／ｋｇＤＡである。
【００９７】
　ダクト３８から被空調空間に送給された給気ＳＡは、被空調空間内の空気と混合して混
合空気ＭＡとなり、この混合空気ＭＡは内調機（図示せず）に導入され処理されて空調用
空気として被空調空間へ導出され、被空調空間の冷却に供される。被空調空間内は、乾球
温度が１９℃ＤＢ、相対湿度が約６５％ＲＨである。被空調空間内の空気の一部は、還気
ＲＡとしてダクト３９へ排出され、ダクト３９からデシカント空調機ユニット３１のハウ
ジング３２におけるチャンバ３２ｂのうちの小チャンバ３２ｂ－１に導入される。
【００９８】
　小チャンバ３２ｂ－１に導入された還気ＲＡは、加熱コイル５６の還気流れ方向上流側
における位置（ｖｉ）においては、図４の状態（ｖｉ）であり、加熱コイル５６において
、温水蓄熱タンク５９と加熱コイル５６とを循環している温水により加熱されて加熱コイ
ル５６の空気流れ方向下流側の位置（ｖｉｉ）では、図４の状態（ｖｉｉ）となる。
【００９９】
　加熱コイル５６で加熱された空気は、定回転しているデシカントロータ４１に導入され
て、デシカントロータ４１の小チャンバ３２ｂ－１側に来た、チャンバ３２ａ側での空気
の除湿により水分を含んだ除湿剤を加熱、乾燥させ、デシカントロータ４１を再生させる
。而して、デシカントロータ４１の空気流れ方向下流側の位置（ｖｉｉｉ）においては、
空気は図４の状態（ｖｉｉｉ）である。
【０１００】
　デシカントロータ４１を再生させた空気は、小チャンバ３２ｂ－１からダンパ７４を通
って、チャンバ３２ｂの小チャンバ３２ｂ－２に導入され、加熱コイル５７において、温
水蓄熱タンク５９と加熱コイル５７を循環している温水により加熱されて加熱コイル５７
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の空気流れ方向下流側の位置（ｉｘ）では、図４の状態（ｉｘ）となる。
【０１０１】
　加熱コイル５７で加熱された空気は、回転しているデシカントロータ４０に導入されて
、デシカントロータ４０の小チャンバ３２ｂ－２側に来た、チャンバ３２ａ側で空気の除
湿により水分を含んだ除湿剤を加熱、乾燥させ、デシカントロータ４０を再生させる。而
して、デシカントロータ４０の空気流れ方向下流側の位置（ｘ）においては、空気は図４
の状態（ｘ）である。而して、デシカントロータ４０を再生させた空気は排気ファン５８
によりダクト３７から屋外へ排出される。
【０１０２】
　ＩＩ）実施例１で加湿モードの場合（外気ＯＡを加湿する場合）
  外気ＯＡを除湿する場合と同様、外気処理用空調システムが運転されている場合は、デ
シカント空調機ユニット３１の上流側で温湿度検出器７８により検出された、外気ＯＡの
乾球温度ｔと、相対湿度φは、演算制御装置８３の外気露点温度演算部８４に与えられ、
温度検出器７９で検出した冷却コイル４２下流側の空気温度Ｔｃｄｂは演算制御装置８３
の温度調整部８７に与えられ、露点温度検出器８０で検出した冷却コイル４２下流側の空
気の露点温度Ｔｃｄｐは露点温度調整部８８に与えられ、露点温度検出器８１で検出した
ダクト３８内の給気ＳＡの露点温度Ｔｄｐｄは露点温度調整部９１，９２に与えられ、温
度検出器８２で検出したダクト３８内の給気温度Ｔｓａｄは、温度調整部８９，９０に与
えられている。而して、外気露点温度演算部８４では、上記［数１］、［数２］及びｐｗ
＝ｐｗｓ×φ／１００やＰｓ＝ｐｗを基として外気露点温度Ｔｄｐｏａが求められ、求め
られた外気露点温度Ｔｄｐｏａは除湿・加湿モード判断部８５へ与えられる。除湿・加湿
モード判断部８５では、外気露点温度Ｔｄｐｏａが、Ｔｄｐｏａ＞Ｔｄｐｒｏ＋ΔＴか、
Ｔｄｐｏａ＜Ｔｄｐｒｏ－ΔＴか演算され、Ｔｄｐｏａ＞Ｔｄｐｒｏ＋ΔＴの場合は、除
湿モードと判断され、Ｔｄｐｏａ＜Ｔｄｐｒｏ－ΔＴの場合は、加湿モードと判断される
（図９参照）。
【０１０３】
　例えば、除湿・加湿モード判断部８５で加湿モードと判断された場合は、ダンパ切替え
操作指示部８６からダンパ７３～７７、９６に開閉指令が与えられ、ダンパの開閉が行な
われる。加湿モードの際に「全開」となるのはダンパ７６，９６，７７であり、「全閉」
となるのは、ダンパ７３,７４，７５である。又、加湿モードの際には、デシカントロー
タ４１が駆動され、デシカントロータ４０は停止しており、給気ファン４５が駆動され、
排気ファン５８が駆動され、冷却塔４６、冷却水ポンプ４７は停止され、温水ポンプ６０
は駆動されている。又、流量制御弁６６、加湿弁５４は後述のように制御されて所定開度
に開き、流量制御弁５２，５３，６５は閉止している。更に又、加湿モード時には、演算
制御装置８３の温度調整部８７，９０、露点温度調整部９２からは指令が出力されないた
め、流量制御弁５２，５３，６５は閉止している。温水蓄熱タンク５９に集熱を行なう必
要がある場合は、集熱ポンプ６７が駆動されている。これは適宜行なわれる。
【０１０４】
　外気ＯＡの加湿時には、演算制御装置８３の温度調整部８７からは指令は出力されない
ため、冷却塔４６の管路５０に設けた流量制御弁５２は前述したように閉止している。
【０１０５】
　外気ＯＡの加湿時には、露点温度調整部８８では、露点温度検出器８０で検出した冷却
コイル４２下流側の空気の露点温度Ｔｃｄｐと、予め設定されている冷却コイル４２下流
側の空気の設定露点温度Ｔｃｄｐｏの差が採られて冷却コイル４２下流側の空気の露点温
度偏差ΔＴｃｄｐが求められ、この露点温度偏差ΔＴｃｄはＰＩＤ演算されて弁開閉指令
Ｖ２が求められ、求められた弁開閉指令Ｖ２はセレクタ９３に与えられている。
【０１０６】
　又、温度調整部８９では、温度検出器８２で検出したダクト３８内の給気温度Ｔｓａｄ
と、予め設定されている設定温度Ｔｓａｒｏの差が採られて給気温度偏差ΔＴｓａｒが求
められ、この給気温度偏差ΔＴｓａｒはＰＩＤ演算されて弁開閉指令Ｖ３が求められ、求
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められた弁開閉指令Ｖ３はセレクタ９３に与えられている。而して、外気ＯＡの加湿時に
は、セレクタ９３には、除湿・加湿モード判断部８５から加湿モードの指令が与えられて
いるため、セレクタ９３からは、温度調整部８９からの弁開閉指令Ｖ３が、温水蓄熱タン
ク５９から加熱コイル５７に供給された温水が戻る管路６４に設けられている流量制御弁
６６に与えられ、流量制御弁６６の開度を所定開度に制御する。このため、温水蓄熱タン
ク５９からの温水は、温水ポンプ６０により管路６１，６２、加熱コイル５７、管路６４
，６３、温水蓄熱タンク５９と循環している。
【０１０７】
　外気ＯＡの加湿時には、演算制御装置８３の温度調整部９０からは指令が出力されない
ため、冷却塔４６の管路５１に設けた流量制御弁５３は前述したように閉止している。
【０１０８】
　露点温度調整部９１では、露点温度検出器８１で検出したダクト３８内の給気ＳＡの露
点温度Ｔｄｐｄと、予め設定された給気の設定露点温度Ｔｄｐｒｏの差が採られて給気の
露点温度偏差ΔＴｄｐｒが求められ、露点温度偏差ΔＴｄｐｒはＰＩＤ演算されてデシカ
ントロータ回転数指令Ｖ５が求められ、このデシカントロータ回転数指令Ｖ５は、セレク
タ９５を経てデシカントロータ４１に与えられ、デシカントロータ４１のモータはインバ
ータ制御により周波数を調整されるため、デシカントロータ４１は所定の回転数に制御さ
れる。又、露点温度調整部９１では、露点温度偏差ΔＴｄｐｒがＰＩＤ演算されて弁開閉
指令Ｖ６が求められ、求められた弁開閉指令Ｖ６は、加湿器４４の加湿弁５４に与えられ
、加湿弁５４は所定の開度に制御される。
【０１０９】
　外気ＯＡの加湿時には、露点温度調整部９２からは指令が出力されないため、温水蓄熱
タンク５９に接続された管路６３の流量制御弁６５は閉止している。
【０１１０】
　外気ＯＡの加湿時にダクト３６へ導入された低温、低湿の外気ＯＡは、図６に示すよう
にダクト３６，７１を経てデシカント空調機ユニット３１のチャンバ３２ｂのうちの小チ
ャンバ３２ｂ－２に送給され、温水蓄熱タンク５９と加熱コイル５７とを循環している温
水により、加熱コイル５７において加熱され、小チャンバ３２ｂ－２からダンパ９６を経
てチャンバ３２ａに送給される。又、加熱コイル５７で加熱された空気は、チャンバ３２
ａ側において、回転しているデシカントロータ４１を通ることにより、小チャンバ３２ｂ
－１側で還気ＲＡを除湿することにより除湿剤に含まれた水分によって加湿される（除湿
剤からすると、除湿剤は乾燥されてデシカントロータ４１を再生させることになる。）と
共に、除湿剤からの水分が蒸発することによる蒸発潜熱により冷却され、冷却コイル４３
では冷却されることなく通過して加湿器４４からの加湿水により加湿され、給気ファン４
５により給気ＳＡとしてダクト３８を通り、次工程の被空調空間へ送給される。又、給気
ＳＡは、被空調空間内の空気と混合して混合空気となり、内調機（図示せず）に導入され
て処理され、内調機から空調用空気として被空調空間へ送給され、被空調空間を加湿する
。
【０１１１】
　被空調空間の空気の一部は、還気ＲＡとして、ダクト３９からチャンバ３２ｂのうちの
小チャンバ３２ｂ－１に送給され、加熱コイル５６においては加熱されることなく通過し
て回転しているデシカントロータ４１に送給される。而して、デシカントロータ４１にお
いては、還気ＲＡに含まれている水分は、デシカントロータ４１が回転することにより小
チャンバ３２ｂ－１側にきた除湿剤により吸収されて除湿され、その結果還気ＲＡは、除
湿の際の反応熱により加熱されて顕熱が付与されて温度が上昇すると共に、潜熱を除去さ
れ、デシカントロータ４１を通過後は、小チャンバ３２ｂ－１からダクト７２へ送給され
、ダクト７２から、ハウジング３２のチャンバ３２ｂのうちの小チャンバ３２ｂ－３を経
て排気ファン５８によりダクト３７から屋外に排出される。
【０１１２】
　実施例１の加湿時の空気の状態を空気線図に示すと図７に示すようになる。図７中、Ｏ
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Ａは外気、ＳＡは給気、ＲＡは還気、ＭＡは給気ＳＡと還気ＲＡが混合した混合空気であ
る。又、還気ＲＡの流量と給気ＳＡの流量の比は約４対１、被空調空間の顕熱比ＳＨＦは
約１である。又、図７において、ＤＲ２はデシカントロータ４１、ＨＣ１は加熱コイル５
７である（図１参照）。更に、図７において、Ａａｗは外気加湿時負荷（デシカント空調
機ユニット３１における外気ＯＡの加湿時の負荷で、顕熱と潜熱を合計した全熱）、Ｌｈ
ｃ１は加熱コイル加熱負荷（加熱コイル５７の加熱負荷（顕熱））、Ｄｄｒ２はデシカン
トロータ加湿負荷（デシカントロータ４１における加湿負荷（潜熱））、Ｄｗｗは加湿器
加湿負荷（加湿器４４の加湿負荷（潜熱））、Ｄａｗはデシカント空調機ユニット加湿時
負荷（デシカントロータ４１における加湿負荷Ｄｄｒ２と、加湿器４４の加湿負荷Ｄｄｗ
ｗとの合計（潜熱））である。図６における（ｉ）～（ｖｉ）は、空気の状態を示すシス
テムの位置を示しており、図７の空気線図の（ｉ）～（ｖｉ）は、図６の位置（ｉ）～（
ｖｉ）における空気の状態を示している。
【０１１３】
　以下、外気ＯＡの加湿時の空気の状態を図６、図７により説明する。
  図６に示すチャンバ３２ｂのうちの小チャンバ３２ｂ－２における加熱コイル５７の空
気流れ方向上流側の位置（ｉ）では、外気ＯＡは図７の状態（ｉ）にある。而して、外気
ＯＡは、加熱コイル５７において加熱され、小チャンバ３２ｂ－２からダンパ９６を通っ
てチャンバ３２ａに送給され、チャンバ３２ａ側では、デシカントロータ４１の空気流れ
方向上流側の位置（ｉｉ）においては、空気は状態（ｉｉ）となる。而して、空気はチャ
ンバ３２ａ側においてデシカントロータ４１を通ることにより、小チャンバ３２ｂ－１側
において還気ＲＡが除湿された結果、除湿剤に含まれている水分により加湿されて潜熱が
上昇すると共に、除湿剤の水分の蒸発潜熱により冷却され、デシカントロータ４１の空気
流れ方向下流側の位置（ｉｉｉ）では、空気は状態（ｉｉｉ）となる。
【０１１４】
　空気はチャンバ３２ａの位置（ｉｉｉ）から冷却コイル４３では冷却されることなく加
湿器４４へ送給され、加湿器４４では、加湿水を噴霧されて潜熱が上昇すると共に加湿水
の蒸発潜熱により冷却され、給気ファン４５により給気ＳＡとしてダクト３８へ送出され
る。而して、ダクト３８内の位置（ｉｖ）では、給気ＳＡは状態（ｉｖ）である。
【０１１５】
　ダクト３８へ送給された給気ＳＡは被空調空間へ送給され、被空調空間内の空気と混合
し、混合空気として内調機（図示せず）に導入され、処理されて空調用空気として被空調
空間へ送出され、被空調空間の空調に供される。内調機からの被空調空間へ送給された空
気の一部は還気ＲＡとして排出されて、ダクト３９に排出され、チャンバ３２ｂの小チャ
ンバ３２ｂ－１に送給され、デシカントロータ４１側へ送られる。還気ＲＡのデシカント
ロータ４１における還気流れ方向の位置（ｖ）においては、還気ＲＡは状態（ｖ）であり
、小チャンバ３２ｂ－１側においてデシカントロータ４１の除湿剤を通る。このため、還
気ＲＡは除湿されて潜熱が下降すると共に、反応熱により顕熱が上昇する。而して、デシ
カントロータ４１の空気流れ方向下流側の位置（ｖｉ）においては、空気は状態（ｖｉ）
である。
【０１１６】
　デシカントロータ４１の空気流れ方向下流側の空気は、小チャンバ３２ｂ－１の位置（
ｖｉ）からダクト７２へ流出し、ダクト７２からチャンバ３２ｂの小チャンバ３２ｂ－３
に送給され、排気ファン５８により排気ＥＡとしてダクト３７から屋外に排出される。
【０１１７】
　実施例１によれば、被空調空間へ送給する外気ＯＡの除湿時には、２段のデシカントロ
ータ４０，４１により順次除湿しており、従来の図１２に示すような回転式の顕熱交換ロ
ータ５を用いていないので、顕熱交換ロータ５の回転によりロータ通過中の外気ＯＡが反
対側のチャンバ（図１３のデシカント空調機ユニット１の場合は、チャンバ２ｂ側からチ
ャンバ２ａ側）に移行することがなく、又、チャンバ３２ａを流通する空気の冷却に冷却
コイル４２，４３を用いているため、給気ＳＡに汚染物質が混入することを防止すること
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ができる。
【０１１８】
　又、デシカント空調機ユニット３１での除湿時の処理負荷の軽減により、デシカント空
調機ユニット３１の除湿剤を再生する場合に、太陽集熱器６９で集熱した太陽熱を利用し
て加熱した温水を使用することができるため、自然エネルギの利用が可能で、石油や石炭
等の化石燃料を使用したボイラやヒートポンプ若しくは冷温水発生機を用いる必要がなく
、且つ、太陽熱を利用して加熱した空気により除湿剤の再生が可能で除湿性能を良好に保
持することができ、又、冷却コイル６３での空気の冷却に冷却塔４６で空冷した冷却水と
いった自然エネルギの利用が可能で、冷凍機等を使用する必要がない。このため、省資源
、省エネルギが可能で、運転維持費を安価にすることができる。
【０１１９】
　同様に、デシカントロータ４０，４１により２段除湿を行なうことで１段当りの除湿量
を少なくできるので、各デシカントロータ４０，４１を再生させるための再生用空気の加
熱温度を、デシカントロータが１基しか設けられていない場合に比較して低くすることが
でき、従って、熱源では低い温度の熱エネルギを生成すれば良く、熱源が太陽集熱器６９
の場合は、集熱温度を低くすることができるため、自然エネルギである太陽熱の有効利用
を図ることができる。又、集熱温度を低くすることができるため、太陽集熱器６９のパネ
ル面積や温水蓄熱タンク５９の熱源容量を小さくすることができる。
【０１２０】
　因みに、図１の外気処理用空調システムと同様な外気処理用空調システムにおいて、デ
シカントロータ４０の１基のみが設けられ、デシカントロータ４１が設けられていない場
合の、外気ＯＡの除湿時の空気線図は図５に示すようになる。この場合、冷却コイル４２
は設けられているが、冷却コイル４３は設けられてはおらず、加熱コイル５６は設けられ
ているが、加熱コイル５７は設けられていない。図５中、ＤＲ１はデシカントロータ４０
、ＣＣ１は冷却コイル４２、ＨＣ２は加熱コイル５６である。更に、図５においにおいて
Ｌｈｃ１は加熱コイル加熱負荷（デシカントロータ４０の再生用空気負荷）、Ｄｒｗｒは
デシカント空調機ユニット実除湿量（デシカントロータ４０の実際の除湿量）、Ｄｒｗｉ
はデシカント空調機ユニット理想除湿量（デシカントロータ４０の理想的な除湿量）であ
る。図５における（ｉ）、（ｉｉ）、（ｉｉｉ）、（ｖｉ）（ｖｉｉ）、（ｘ）は、空気
の状態を示しており、図３の位置（ｉ）、（ｉｉ）、（ｉｉｉ）、（ｖｉ）（ｖｉｉ）、
（ｘ）に相当している。但し、図３のデシカントロータ４１、冷却コイル４３、加熱コイ
ル５７は設けられていないものとする。図５の状態（ｉｉ）は相対湿度線Ａとの交点であ
り、（ｉｉ'）は相対湿度線Ｂとの交点である。
【０１２１】
　状態（ｉｉ'）の位置は、デシカントロータ４０の種類や形状により異なるものと考え
られるが、空調を行なう空気状態の範囲においては、状態（ｉ）→状態（ｉｉ）の長さと
、状態（ｉ）→状態（ｉｉ'）との長さは比率が略一定になることが分かったので、空気
線図上の空気の作動を決定する場合、状態（ｉ）→状態（ｉｉ）の長さと、状態（ｉ）→
状態（ｉｉ'）との長さは比率が略一定であると仮定して状態（ｉｉ'）を決定している。
実施例１では、［（状態（ｉ）→状態（ｉｉ）の長さ）／（状態（ｉ）状態（ｉｉ'）と
の長さ）］≒０．７としている。つまり、デシカントロータ４０の実際の除湿量Ｄｒｗｒ
は、理想的な除湿量Ｄｒｗｉの約０．７倍である。
【０１２２】
　又、デシカントロータ再生用空気は、状態（ｉｉ'）と同一の相対湿度状態の再生用空
気が必要となる。例えば、状態（ｖｉ）の還気ＲＡを再生用空気として用いると、デシカ
ントロータが１基の場合、還気ＲＡは状態（ｖｉｉ）まで加熱する必要があり、８２．３
℃とする必要がある。然るに、２基のデシカントロータ４０，４１を設けた場合には、図
４の状態（ｖｉｉ）と状態（ｉｘ）に示すように再生用空気の温度は状態（ｉｘ）で約５
４℃となり、実施例１の場合、再生用空気の加熱温度を低くすることができる。
【０１２３】
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　更に、従来のような回転式の顕熱交換ロータを用いていないので、顕熱交換ロータの回
転によりロータ通過中の外気ＯＡが反対側のチャンバ（図１２のデシカント空調機ユニッ
ト１の場合は、チャンバ２ｂ側からチャンバ２ａ側）に移行することがなく、従って、デ
シカントロータ４０，４１の除湿剤を再生させるために取り込まれた還気ＲＡが、デシカ
ントロータ４０，４１で除湿される空気（外気ＯＡ）の側に持ち込まれることがなく、そ
の結果、デシカントロータ４０，４１での外気ＯＡの除湿性能を良好に保持することがで
きる。
【０１２４】
　更に又、外気ＯＡの加湿時の給気ファン４５の送風抵抗が減少する。すなわち、図１２
に示す従来のデシカント空調機ユニット１における外気ＯＡを処理して給気ＳＡとするチ
ャンバ２ａの系統では、デシカント除湿ロータ４、冷却コイル６、加湿器８以外に、チャ
ンバ２ａ，２ｂに跨って顕熱交換ロータ５を設けると共に、チャンバ２ａに加熱コイル７
を設けていたため、チャンバ２ａの系統に設けた給気ファン９の送風圧力が大きく（前述
したように、圧力損失の合計は４１０［Ｐａ］）、給気ファン９の電力消費量が大きかっ
た。
【０１２５】
　しかし、実施例１のデシカント空調機ユニット３１では、ダンパ７３～７７、９６の切
替えにより、外気ＯＡの加湿時には使用しないデシカントロータ４０、冷却コイル４２を
空気が通る必要がないため、給気ファン４５の送風圧力を減少させることができる。従っ
て、給気ファン９の電力消費量を小さくすることができ、省エネルギを図ることができる
。因みに、外気ＯＡの加湿時に空気が送給される系統では、ダンパ７６の圧力損失１０［
Ｐａ］、加熱コイル５７の圧力損失４５［Ｐａ］、ダンパ９６の圧力損失１０［Ｐａ］、
デシカントロータ４１の圧力損失１００［Ｐａ］、冷却コイル４３の圧力損失１２０［Ｐ
ａ］、加湿器４４の圧力損失４０［Ｐａ］であり、合計の圧力損失３２５［Ｐａ］は、図
１２の従来の空調システムにおける外気ＯＡ加湿時の圧力損失４１０［Ｐａ］よりも少な
い。
【０１２６】
　なお、本発明の外気処理用空調システムは、上述の実施例にのみ限定されるものではな
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【符号の説明】
【０１２７】
　３１  デシカント空調機ユニット
　３２  ハウジング
　３２ａ        チャンバ（第一のチャンバ）
　３２ｂ        チャンバ（第二のチャンバ）
　３２ｂ－１    小チャンバ（第一の小チャンバ）
　３２ｂ－２    小チャンバ（第二の小チャンバ）
　３２ｂ－３    小チャンバ（第三の小チャンバ）
　３３  仕切り壁（第一の仕切り壁）
　３４  仕切り壁（第二の仕切り壁）
　３５  仕切り壁（第三の仕切り壁）
　４０  デシカントロータ（第一のデシカントロータ）
　４１  デシカントロータ（第二のデシカントロータ）
　４２  冷却コイル（第一の冷却手段）
　４３  冷却コイル（第二の冷却手段）
　４４  加湿器（加湿手段）
　４６  冷却塔
　５０  管路
　５１  管路
　５２  流量制御弁（第一の流量制御弁）
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　５３  流量制御弁（第三の流量制御弁）
　５４  加湿弁
　５６  加熱コイル（第一の加熱手段）
　５７  加熱コイル（第二の加熱手段）
　５９  温水蓄熱タンク
　６３  管路
　６４  管路
　６５  流量制御弁（第四の流量制御弁）
　６６  流量制御弁（第二の流量制御弁）
　６９  太陽集熱器（太陽集熱手段）
　７１  ダクト（第一のダクト）
　７２  ダクト（第二のダクト）
　７３  ダンパ（第一のダンパ）
　７４  ダンパ（第二のダンパ）
　７５  ダンパ（第三のダンパ）
　７６  ダンパ（第四のダンパ）
　７７  ダンパ（第五のダンパ）
　８３  演算制御装置
　８４  外気露点温度演算部
　８５  除湿・加湿モード判断部
　８６  ダンパ切替え操作指示部
　８７  温度調整部（第一の温度調整部）
　８８  露点温度調整部（第一の露点温度調整部）
　８９  温度調整部（第二の温度調整部）
　９０  温度調整部（第三の温度調整部）
　９１  露点温度調整部（第二の露点温度調整部）
　９２  露点温度調整部（第三の露点温度調整部）
　９３  セレクタ（第一のセレクタ）
　９４  デシカントロータ定回転指令部９４
　９５  セレクタ（第二のセレクタ）
　９６　ダンパ（第六のセレクタ）
ＯＡ    外気（空気）
ＳＡ    給気
ＲＡ    還気
Ｃ      定回転指令
Ｔｃｄｂ        冷却コイル下流側の空気温度（空気の温度）
Ｔｃｄｂｏ      冷却コイル下流側の設定空気温度
Ｔｃｄｐ        冷却コイル下流側の空気の露点温度
Ｔｃｄｐｏ      冷却コイル下流側の空気の設定露点温度
Ｔｄｐｏａ      外気露点温度
Ｔｄｐｄ        ダクト内の給気の露点温度（給気露点温度）
Ｔｄｐｒｏ      ダクト内の給気の設定露点温度
Ｔｓａｄ        ダクト内の給気温度（給気の温度）
Ｔｓａｄｏ      ダクト内の給気設定温度
Ｔｓａｒｏ      設定温度
ΔＴｃｄｂ      冷却コイル下流側の空気温度偏差
ΔＴｃｄｐ      冷却コイル下流側の空気の露点温度偏差
ΔＴｄｐｒ      ダクト内の給気の露点温度偏差
ΔＴｓａｄ      ダクト内の給気温度偏差
ΔＴｓａｒ      給気温度偏差
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φ      湿度（相対湿度）
ｔ　　　温度（乾球温度）
Ｖ１　　　　弁開閉指令（第一の弁開閉指令）
Ｖ２　　　　弁開閉指令（第二の弁開閉指令）
Ｖ３　　　　弁開閉指令（第三の弁開閉指令）
Ｖ４　　　　弁開閉指令（第四の弁開閉指令）
Ｖ５　　　　デシカントロータ回転数指令
Ｖ６　　　　弁開閉指令（第五の弁開閉指令）
Ｖ７　　　　弁開閉指令（第六の弁開閉指令
Ｃ　　　　　デシカントロータ定回転指令

【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】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】
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