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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨格構造にアルミニウムとリンと、鉄を含むゼオライトであり、前記ゼオライトの２５
℃で測定した水蒸気吸着等温線において、相対蒸気圧０．０８以上０．１５以下の範囲に
おけるゼオライトの水吸着量の変化が０．１２ｇ／ｇ以上であることを特徴とするゼオラ
イト。
【請求項２】
　前記ゼオライトの２５℃で測定した水蒸気吸着等温線において、相対蒸気圧が０．１の
ときの水蒸気吸着量が０．０３ｇ／ｇ以上である請求項１記載のゼオライト。
【請求項３】
　ゼオライトの骨格構造がＩＺＡ（International　Zeolite　Association）の定める構
造のコードでＳＯＤ型、またはＡＴＳ型構造を有する請求項１または２に記載のゼオライ
ト。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のゼオライトを用いた吸着素子。
【請求項５】
　空気を除湿および／または加湿する湿度調節装置に使用される吸着材モジュールであっ
て、前記モジュールは吸熱部および放熱部としてそれぞれ機能する一対の板面を備えたペ
ルチェ素子と、当該ペルチェ素子の各板面にそれぞれ直接配置された第１の吸着素子およ
び第２の吸着素子とを有し、これら第１及び第２の吸着素子が、通気可能なエレメントに
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吸着材としてのゼオライトを担持させて構成されている吸着材モジュールであり、
　かつゼオライトに、請求項１～３のいずれか１項に記載のゼオライトを用いることを特
徴とする吸着材モジュール。
【請求項６】
　ペルチェ素子に流れる電流の逆転によって当該ペルチェ素子の吸熱部と放熱部を入れ替
えることにより、各吸着素子における吸着操作と脱着操作を切替え可能になされている請
求項５に記載の吸着材モジュール。
【請求項７】
　第１及び第２の吸着素子のエレメントの少なくとも一方が、略波板状の基材シート及び
略平板状の基材シートから成る通気セル形成シートを複数積層したコルゲート型のエレメ
ントであり、かつ、当該エレメントは、前記各通気セル形成シートの略平板状の基材シー
トがペルチェ素子の板面と平行に、または直交して配置された構造を備えている請求項５
または６に記載の吸着材モジュール。
【請求項８】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のゼオライトを用いた吸着ヒートポンプ。
【請求項９】
　吸着ヒートポンプの再生温度が９０℃以下であり、吸着温度が３０℃以上で得られる冷
熱が７℃以下である請求項８に記載の吸着ヒートポンプ。
【請求項１０】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のゼオライトを用いたデシカントローター。
【請求項１１】
　デシカントローターの再生温度が、９０℃以下である請求項１０に記載のデシカントロ
ーター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゼオライトおよびそれを用いた吸着素子、吸着材モジュール、吸着ヒートポ
ンプおよびデシカントローターに関するものであり、詳しくは、吸着材の吸着、脱着機能
により室内の空気を除湿および／または加湿する湿度調節装置に好適に使用されるゼオラ
イトとそれを用いた吸着材モジュールに関するものである。　　
　本発明のゼオライトと吸着材モジュールは、特に室内の除加湿を行う湿度調節装置に好
適である。 
【背景技術】
【０００２】
　室内の空調技術の１つとして、室内をより快適にし、且つ省エネルギー化を図るため、
吸着材の水蒸気吸脱着を行う除湿・加湿技術が種々検討されている。　　
　斯かる技術のうち、特許文献１に記載のようなペルチェ素子の熱電変換機能を利用した
技術が提案されている。ペルチェ素子は通常の電熱ヒータを利用する場合に比べ、吸着材
の加熱と冷却を同時に行うことが出来るため、吸着材の吸着効率を高めることが出来る。
　しかしペルチェ素子を利用する場合も、特許文献１に記載のように吸着ロータと組み合
わせた装置の場合、一旦、当該ペルチェ素子の両側の熱伝導部を介して送風路の空気を加
熱、冷却し、そして、吸着ローターを通過する空気自体を介して吸着材を加熱、冷却する
ため、熱効率が低く、ペルチェ素子自体もその発熱量に比べて大型化すると言う問題があ
る。
【０００３】
　そこで装置の小型化を図る目的で、吸湿材を具備した伝熱板をペルチェ素子で直接加熱
冷却することにより、水蒸気を除去する様にした装置が提案されている（特許文献２、３
）。しかしながら、特許文献２の装置では、吸湿材が吸着した水分を脱着（以下、「脱着
」を再生ともいう）して、加湿用途に利用するためには高温での再生が必要であるが、こ
の装置においては、ペルチェ素子を長時間高温にする必要があるため、十分に作動しなか
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ったり、脱着を促すため、伝熱面への吸着材の塗布量を下げて伝熱効率を上げる必要があ
り、十分な加湿性能が得られない、具体的には十分な加湿に要する水分量が得られないと
言う問題がある。更に、ペルチェ素子に長時間高い温度を繰り返しかける必要があるため
に、高温に耐えられる素子を用いなければならず、かつ、耐久性も落ちるという問題があ
る。
【０００４】
　また特許文献３では上述の装置に吸着材として水蒸気の吸脱着の容易なアルミノフォス
フェート類を用いることで、長時間高温にすることなしに、水蒸気の脱着（再生）を可能
にする吸着材モジュールが提案されている。
　しかし、これらの吸着材を用いても、吸着材モジュールに搭載した際に、室内に十分な
加湿量を提供する目的には未だ不十分であった。
　すなわち、ペルチェ素子が発生する熱程度でも吸着材に吸着した水蒸気を脱着すること
はできても、十分な除加湿量がとれるような水蒸気吸着量を有する吸着材は見出されてお
らず、その開発が嘱望されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１４６２２０号公報
【特許文献２】特開２００１－０９７０３８号公報
【特許文献３】特開２００８－１００１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ペルチェ素子が発生する熱でも、吸着材に吸着した水蒸気を容易に再生する
ことができ、かつ十分な加湿量を取ることができるようなゼオライトを提供すること、お
よび除加湿装置の装置構成を簡素化、小型化し且つ十分な水分吸脱着量を備えた吸着材モ
ジュールを提供することを課題とする。 
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記の実情に鑑みてなされたものであり、上記の課題を解決するため、鋭意検
討の結果、骨格構造にアルミニウムとリンと、特定の元素を有し、特定の吸着特性を有す
るゼオライトが本課題を解決するに極めて好適であることを見出した。具体的には、アル
ミニウムとリンと、鉄またはチタンを有するゼオライトであり、前記ゼオライトの２５℃
で測定した水蒸気吸着等温線において、特定の吸着量の変化量を有するゼオライトである
。好ましくはＩＺＡ（International Zeolite Association）の定める構造のコードでＳ
ＯＤ型、またはＡＴＳ型構造を有するゼオライトである。
　本発明のゼオライトを、吸着材を担持させた一対の吸着素子をペルチェ素子の吸熱部お
よび放熱部として機能する一対の板面にそれぞれ直接配置することにより構成した吸着材
モジュールに使用した際、ペルチェ素子の発生する熱量でも再生ができ、かつ十分な加湿
量を取ることができ、吸着材モジュールに好適であることを見出し、発明を完成させた。
【０００８】
　すなわち、本発明の第一の要旨は、骨格構造にアルミニウムとリンと、鉄を含むゼオラ
イトであり、前記ゼオライトの２５℃で測定した水蒸気吸着等温線において、相対蒸気圧
０．０８以上０．１５以下の範囲におけるゼオライトの水吸着量の変化が０．１２ｇ／ｇ
以上であることを特徴とするゼオライトに存する。
　本発明の第二の要旨は、前記ゼオライトにおいて、２５℃で測定した水蒸気吸着等温線
において、相対蒸気圧が０．１のときの水蒸気吸着量が０．０３ｇ／ｇ以上であるゼオラ
イトに存する。
【０００９】
　本発明の第三の要旨は、前記ゼオライトにおいて、骨格構造がＩＺＡ（International 
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Zeolite  Association）の定める構造のコードでＳＯＤ型、またはＡＴＳ型構造を有する
ゼオライトに存する。
　本発明の第四の要旨は、前記ゼオライトを用いた吸着素子に存する。
【００１０】
　本発明の第五の要旨は、空気を除湿および／または加湿する湿度調節装置に使用される
吸着材モジュールであって、前記モジュールは吸熱部および放熱部としてそれぞれ機能す
る一対の板面を備えたペルチェ素子と、当該ペルチェ素子の各板面にそれぞれ直接配置さ
れた第１の吸着素子および第２の吸着素子とを有し、これら第１及び第２の吸着素子が、
通気可能なエレメントに吸着材としての以下のゼオライトを担持させて構成されている吸
着材モジュールであり、かつゼオライトに前記ゼオライトを用いた吸着材モジュールに存
する。
　本発明の第六の要旨は、前記吸着材モジュールにおいて、ペルチェ素子に流れる電流の
逆転によって当該ペルチェ素子の吸熱部と放熱部を入れ替えることにより、各吸着素子に
おける吸着操作と脱着操作を切替え可能になされている吸着材モジュールに存する。
【００１１】
　本発明の第七の要旨は、前記吸着材モジュールにおいて、第１及び第２の吸着素子のエ
レメントが、略波板状の基材シート及び略平板状の基材シートから成る通気セル形成シー
トを複数積層したコルゲート型のエレメントであり、かつ、当該エレメントは、前記各通
気セル形成シートの略平板状の基材シートがペルチェ素子の板面と平行に、または直交し
て配置された構造を備えている吸着材モジュールに存する。
【００１２】
　本発明の第八の要旨は、前記ゼオライトを用いた吸着ヒートポンプ、好ましくは吸着ヒ
ートポンプの再生温度が９０℃以下であり、吸着温度が３０℃以上で得られる冷熱が７℃
以下である吸着ヒートポンプに存する。
　本発明の第九の要旨は、前記ゼオライトを用いたデシカントローター、好ましくはデシ
カントローターの再生温度が９０℃以下であるデシカントローターに存する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のゼオライトによれば、ペルチェ素子が発生する熱量でも、吸着した水分の再生
が可能であることに加え、低い相対湿度でも十分な水蒸気吸着量が得られるため、再生を
開始した当初から十分な加湿量を得ることが可能となる。
　そのため、本発明の吸着材モジュールによれば、一対の吸着素子に担持させる吸着材が
、より低温での吸脱着が可能で且つ、少量でも十分な水蒸気量を吸脱着可能になるため、
モジュールを小型化でき、これにより、湿度調節装置の装置構成を簡素化でき且つ装置全
体を一層小型化することが出来る。また、より低温での吸脱着が可能であるため、ペルチ
ェ素子の発熱温度も低温に抑えることが出来、その結果、ペルチェ素子、ならび吸着材モ
ジュールの耐久性を向上させることも出来る。 
　さらに本発明のゼオライトは、前記の効果により、従来公知の吸着ヒートポンプやデシ
カントローターにも当然適用できる。吸着ヒートポンプに適用した場合は、「９０℃以下
の再生温度、３０℃以上の吸着温度」で得られる冷水が７℃以下の運転が可能であり、か
つゼオライトの水蒸気吸着量が多いため、吸着ヒートポンプの小型化が可能となる。デシ
カントローターで使用した場合は、低い再生温度での運転が可能となり、また小型化が可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例１記載のゼオライトの吸着特性を示す水蒸気吸着等温線である。
【図２】実施例２記載のゼオライトの吸着特性を示す水蒸気吸着等温線である。
【図３】実施例３記載のゼオライトの吸着特性を示す水蒸気吸着等温線である。
【図４】比較例１記載のゼオライトの吸着特性を示す水蒸気吸着等温線である。
【図５】本発明の吸着材モジュールの一例を示す斜視図である。
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【図６】本発明の吸着材モジュールの他の例を示す斜視図である。
【図７】本発明の吸着材モジュールの使用例としての湿度調節装置の構成を示す模式的な
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明するが、以下の説明は、本発明の実施態
様の一例（代表例）であり、これらの内容に特定はされない。　本発明は、特定の吸着特
性を有するゼオライトと、それを用いた吸着材モジュール等その用途についての発明であ
る。まずは本発明のゼオライトについて詳述する。
【００１６】
　（１）ゼオライト
　本発明のゼオライトは、骨格構造にアルミニウム、リンと、鉄またはチタンを含むゼオ
ライトであり、好ましくは鉄またはチタンを含む結晶性アルミノフォスフェート類であり
、より好ましくは、合成が容易で製造コストも有利な点で、鉄を含む結晶性アルミノフォ
スフェートである。具体的には、骨格構造内にアルミニウム、リンを含むゼオライトにお
いて、アルミニウム原子またはリン原子の一部が、鉄原子またはチタン原子で置換されて
いるゼオライトであり、好ましくは鉄原子で置換されているゼオライトである。　本発明
のゼオライトは、骨格構造中に、アルミニウム原子、リン原子、鉄原子またはチタン原子
以外の原子を含んでいてもよく、具体的には骨格構造中のアルミニウム原子、リン原子の
一部が、鉄原子、チタン原子以外の他の原子と置換されていてもよい。
　置換される原子の種類は特に限定されるものではないが、通常アルミニウム原子が、周
期表第三または第四周期に属し、２Ａ族、７Ａ族、８族、１Ｂ族、２Ｂ族、３Ｂ族（Ａｌ
を除く）、４Ｂ族（Ｓｉ，Ｇｅを除く）の元素から選ばれる少なくとも一種類の元素で置
換されているものであり、好ましくはＣｏ、Ｇａ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｓｎ（２価）で置換され
るもの、または、通常リン原子が周期表第三または第四周期に属する４Ｂ族の元素で置換
されているものであり、好ましくはＳｉ、Ｓｎ（４価）で置換されているものであり、好
ましくはアルミニウムとリンの両方がそれぞれ前記の元素で置換されているものである。
より好ましくはＧａ、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｓｎで置換されているものであり、さらに好ましくは
Ｇａ，Ｓｉ、Ｓｎで置換されているものである。　
【００１７】
　本発明のゼオライトにおける、鉄原子、またはチタン原子のモル比は、特に限定される
ものではないが、鉄またはチタン原子の含有モル量をＭ、アルミ原子の含有モル量をＡｌ
、リン原子の含有モル量をＰ、としたとき、モル比　Ｍ／（Ｍ＋Ａｌ＋Ｐ）が通常０．０
０１以上、好ましくは０．０１以上、より好ましくは０．０２以上であり、通常０．５以
下、好ましくは０．３以下、より好ましくは０．２以下である。
【００１８】
　本発明のゼオライトのフレームワーク密度（ＦＤ）は特に限定されるものではないが、
通常、１３．０Ｔ／ｎｍ３以上、好ましくは１３．５Ｔ／ｎｍ３、更に好ましくは１４．
０Ｔ／ｎｍ３以上であり、通常２０．０Ｔ／ｎｍ３以下、好ましくは１９．０Ｔ／ｎｍ３

以下、さらに好ましくは１７．２／ｎｍ３以下である。前記下限未満では、構造が不安定
となる傾向があり、耐久性が低下することがある。一方、前記上限超過では吸着容量が小
さくなり、吸着材としての使用に適さなくなることがある。なお、フレームワーク密度（
単位：Ｔ／ｎｍ３）とは、単位体積（ｎｍ３）あたりに存在するＴ原子（ゼオライト１ｎ
ｍ３当たりの酸素以外の骨格を構成する元素の数）を意味する。
【００１９】
　本発明のゼオライトの構造は、特に限定されるものではないが、ＩＺＡ（Internationa
l Zeolite Association）が定める構造のコードで示すと、ＡＥＩ、ＡＥＬ、ＡＥＴ、Ａ
ＦＩ、ＡＦＮ、ＡＦＲ、ＡＦＳ、ＡＦＴ、ＡＦＸ、ＡＴＯ、ＡＴＳ、ＣＨＡ、ＥＲＩ、Ｌ
ＥＶ、ＳＯＤ、ＶＦＩなどが挙げられる。中でも、吸着特性、耐久性の点からは、ＡＥＩ
型、ＡＥＬ型、ＡＦＩ型、ＣＨＡ型、ＬＥＶ型、ＳＯＤ型構造の何れかが好ましく、特に
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耐久性と吸着特性の面からＳＯＤ型、ＡＴＳ型が好ましい。
　また、これらは単独で用いても、２種類以上の構造のゼオライトを組み合わせて使用す
ることもできる。
【００２０】
　本発明のゼオライトの粒子の大きさ（平均粒径）は、特に限定されるものではないが、
通常は０．１～３００μｍ、吸着材個々の粒子における水蒸気の拡散を高める観点から、
好ましくは０．５～２５０μｍ、更に好ましくは１～２００μｍ、最も好ましくは２～１
００μｍである。
　本発明のゼオライトは以下に示すような吸着特性を有するものである。
【００２１】
　すなわち、本発明のゼオライトは、ゼオライトの２５℃の水蒸気吸着等温線における相
対蒸気圧０．０８以上、０．１５以下の範囲における水の吸着量の変化が０．１２ｇ／ｇ
以上、好ましくは０．１３ｇ／ ｇ以上、より好ましくは０．１４ｇ／ｇ以上の吸着特性
を有する。吸着量の変化量は大きいほどよく、上限は特に限定されるものではないが、通
常は０．３０ｇ／ｇ以下、好ましくは０．２５ｇ／ｇ以下である。
　本発明のゼオライトの水蒸気吸着量は特に限定されるものではないが、ゼオライトの２
５℃で測定した水蒸気吸着等温線において、相対蒸気圧が０．１のときの水蒸気吸着量が
通常０．０３ｇ／ｇ以上であり、好ましくは０．０４ｇ／ｇ以上である。水蒸気吸着量は
大きいほどよく、上限は特に限定されるものではないが、通常は０．２０ｇ／ｇ以下、好
ましくは０．１０ｇ／ｇ以下である。
【００２２】
　このような吸着特性を有するゼオライトの達成手段は特に限定されるものではないが、
具体的には、ゼオライトの骨格構造に含む元素としてアルミニウム、リンと、鉄またはチ
タンを選択し、必要に応じ前記のアルミニウム、リン原子を置換する周期表第三または第
四周期に属し、２Ａ族、７Ａ族、８族、１Ｂ族、２Ｂ族、３Ｂ族（Ａｌを除く）、４Ｂ族
（Ｓｉ，Ｇｅを除く）の元素を適宜選択すること、ゼオライトの骨格構造としてＩＺＡ（
International Zeolite Association）が定める構造のコードで示すと、ＡＥＩ、ＡＥＬ
、ＡＥＴ、ＡＦＩ、ＡＦＮ、ＡＦＲ、ＡＦＳ、ＡＦＴ、ＡＦＸ、ＡＴＯ、ＡＴＳ、ＣＨＡ
、ＥＲＩ、ＬＥＶ、ＳＯＤ、ＶＦＩなどの中から適宜選択すること、ゼオライトの製造の
際、下記するテンプレート（構造規定剤）を適宜選択すること、水性出発原料の組成を適
宜選択すること等によって、得られるゼオライトの構造、組成等を最適化することによっ
て得られる。
【００２３】
　本発明のゼオライトの製造方法は、特に限定されるものではないが、通常、アルミニウ
ム原子源、リン原子源、鉄原子源またはチタン原子源、必要に応じてＳｉ等の他の原子源
、および、テンプレート（構造規定剤）を混合した後、水熱合成して製造される。また、
結晶性アルミノフォスフェートは、例えば特公平１－５７０４１、特開２００３－１８３
０２０、特開２００４－１３６２６９等の公報に記載の公知の合成法を利用して合成する
ことが出来る。
【００２４】
　（水熱合成）
　水熱合成の方法は、特に限定されるものではなく、通常、水性出発原料を耐圧容器に入
れて反応させる。反応圧力は特に限定されないが、通常、自己発生圧下、または結晶化を
阻害しない気体の加圧下で行われる。水熱合成の温度条件は、特に限定されないが、通常
１００～３００℃であり、合成のしやすさの観点からは１５０～２５０℃が好ましく、１
６０～２１０℃がより好ましい。
【００２５】
　反応時間は、特に限定されるものではないが、３時間～３０日であり、合成のしやすさ
の観点からは５時間～１５日が好ましく、６時間～５日がより好ましい。水熱合成後、生
成物を分離し、水洗、乾燥し、焼成等の方法により、含有する有機物の一部又は全部を除
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去し、ゼオライトを得る。
【００２６】
　（構成原料）
　（アルミニウム原子源）
　本発明のゼオライト合成に用いられるアルミニウム原子源は特に限定されず、通常、擬
ベーマイト、アルミニウムイソプロポキシド、アルミニウムトリエトキシド等のアルミニ
ウムアルコキシド、水酸化アルミニウム、アルミナゾル、アルミン酸ナトリウムなどが挙
げられるが、擬ベーマイトが取り扱い易く、反応性が高い点で好ましい。
【００２７】
　（リン原子源）
　本発明のゼオライト合成に用いられるリン源としては特に限定されるものではないが、
通常リン酸が用いられるが、リン酸アルミニウムを用いてもよい。
【００２８】
　（鉄原子源）
　本発明のゼオライト合成に用いられる鉄原子源としては特に限定されるものではないが
、通常、硫酸鉄、硝酸鉄、リン酸鉄、塩化鉄、臭化鉄等の無機酸鉄、酢酸鉄、シュウ酸鉄
、クエン酸鉄等の有機酸鉄、鉄ペンタカルボニル、フェロセン等の鉄有機金属化合物など
が挙げられる。これらのうち、無機酸鉄、有機酸鉄が水に溶けやすい点で好ましく、なか
でも硝酸第二鉄、硫酸第一鉄などの無機酸鉄化合物がより好ましい。場合によってはコロ
イド状の鉄水酸化物等を用いても良い。
　（チタン原子源）
　チタン原子源は特に限定されるものではないが、通常、硫酸チタン、シュウ酸チタン、
塩化チタン、チタンのアルコキシドなどが用いられる。なかでもチタンのアルコキシドが
好ましい。場合によってはコロイド状のチタンの酸化物等を用いても良い。
　（その他の原子源）
　他の原子源としては、ケイ素、リチウム、マグネシウム、ジルコニウム、バナジウム、
クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、パラジウム、銅、亜鉛、ガリウム、ゲルマニウ
ム、砒素、スズ、カルシウム、硼素などが挙げられる。他の原子源は、反応やゼオライト
の性能を阻害しない限り、種々の原子源の形で使用することができる。
　例えばケイ素原子を骨格構造内に含める場合にはケイ素源としては特に限定されないが
、ヒュームドシリカ、シリカゾル、コロイダルシリカ、水ガラス、ケイ酸エチル、ケイ酸
メチルなどが用いられる。
【００２９】
　（テンプレート）
　本発明のゼオライトの合成には、必要に応じてテンプレート（構造規定剤）を用いるこ
とができ、好ましくはテンプレートを用いる。用いるテンプレートは特に限定されるもの
ではないが、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、テトラプロピルア
ンモニウム、テトラブチルアンモニウム等の４級アンモニウム塩、モルホリン、ジ－ｎ－
プロピルアミン、トリ－ｎ－プロピルアミン、トリ－ｎ－イソプロピルアミン、トリエチ
ルアミン、トリエタノールアミン、ピペリジン、ピペラジン、シクロヘキシルアミン、２
－メチルピリジン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルエタノールアミ
ン、ジシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、コリン、Ｎ，Ｎ‘－
ジメチルピペラジン、１，４－ジアザビシクロ（２，２，２）オクタン、Ｎ－メチルジエ
タノールアミン、Ｎ－メチルエタノールアミン、Ｎ－メチルピペリジン、３－メチルピペ
リジン、Ｎ－メチルシクロヘキシルアミン、３－メチルピリジン、４－メチルピリジン、
キヌクリジン、Ｎ，Ｎ’－ジメチル－１，４－ジアザビシクロ－（２，２，２）オクタン
イオン、ジ－ｎ－ブチルアミン、ネオペンチルアミン、ジ－ｎ－ペンチルアミン、イソプ
ロピルアミン、ｔ－ブチルアミン、エチレンジアミン、ピロリジン、２－イミダゾリドン
、ジ－イソプロピル－エチルアミン、ジメチルシクロヘキシルアミン、シクロペンチルア
ミン、Ｎ－メチル－ｎ－ブチルアミン、ヘキサメチレンイミン、ベンジルアミン等の１級
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アミン、２級アミン、３級アミン、ポリアミンが挙げられる。これらは混合して用いても
よい。このなかでも、トリ－ｎ－プロピルアミン、テトラエチルアンモニウムヒドロキシ
ド、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド
が反応性の点で好ましく、これらは単独で使用しても良いし、２種以上組み合わせて用い
ても良い。
【００３０】
　（水性出発原料の調製）
　上述のアルミニウム原子源、リン原子源、鉄原子源またはチタン原子源および、好まし
くはテンプレートを混合して水性出発原料を調合する。
【００３１】
　水性出発原料の組成は、好ましくはアルミニウム原子源の量をＡｌ２Ｏ３（アルミナ）
として含んでいるとして換算した時の、Ａｌ２Ｏ３に対する鉄またはチタンのモル比が通
常０．０１以上、好ましくは０．０３以上であり、通常０．５以下、好ましくは０．３以
下である。また、水の割合の下限としては、同様にＡｌ2Ｏ3に対するモル比で３以上であ
り、合成のしやすさの観点からは５以上が好ましく、１０以上がより好ましい。水の割合
の上限としては、モル比で２００以下、合成のしやすさ、生産性の高さの観点からは１５
０以下が好ましく、１２０以下がより好ましい。水性出発原料のｐＨは、２～１０であり
、合成のしやすさの観点からは３～９が好ましく、３．５～８．５がより好ましい。
【００３２】
　なお、各水性出発原料中には、所望により、上記以外の成分を共存させても良い。この
ような成分としては、アルカリ金属やアルカリ土類金属の水酸化物や塩、アルコール等の
親水性有機溶媒が挙げられる。
【００３３】
　本発明のゼオライトの製造において、水性出発原料の組成は、添加したリン原子源、ア
ルミニウム原子源、鉄原子源またはチタン原子源、テンプレートの原料の質量から算出し
ている。実際の水性出発原料の組成は、例えば、元素分析により確認することが出来る。
　本発明のゼオライトの製造方法の順序は特に限定されるものではないが、アルミニウム
原子源、リン原子源、鉄原子源またはチタン原子源、必要に応じてケイ素等の他の原子源
、および、テンプレートを混合した後に水熱合成を行い、一旦層状化合物を合成し、それ
を原料の少なくとも一部に使用してさらに上記記載のように、水熱合成を行ってゼオライ
トを合成してもよい。この方法を用いることにより、相対湿度が高い領域での吸着量が多
くなり、特に後述する高湿度の処理を行うデシカント用途に好適なゼオライトが製造でき
る点で好ましい。
　次に本発明のゼオライトを用いた吸着材モジュール等、その用途について詳述する。
【００３４】
　（２）吸着材モジュール
　本発明の吸着材モジュールは、空気を除湿および／または加湿する湿度調節装置におい
て使用される。本発明の吸着材モジュールは、駆動機構を必要とせず且つ熱効率が高いた
め、殊に、車両室内の空気を除湿および／または加湿する湿度調節装置などの比較的小型
の装置に好適である。 
【００３５】
　本発明の吸着材モジュール（１）の作動においては、後述する様に、第１の吸着素子（
３１）と第２の吸着素子（３２）とで吸着操作と脱着操作とを交互に切り替えるが、吸着
・脱着操作の切替数を１２回／ｈ行うとすると、各吸着素子（３１）、（３２）の１回の
吸着操作ならびに脱着操作において、吸着材により約０．７２ｇの水分を吸着、脱着する
必要がある。しかも、実用上、小型の車両用湿度調節装置に組み込むため、各吸着素子（
３１）、（３２）の小型化を図る必要があり、各エレメント（３３）における有効体積（
吸着材を担持した状態における見かけ体積）の合計を３３ｃｍ３に設計した場合、両方の
エレメント（３３）に担持させ得る吸着材の合計質量は６ｇ程度となる。従って、吸着材
においては、少なくとも０．１２ｇ／ｇの吸脱着量が求められる。
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【００３６】
　本発明の吸着材モジュールは、図５及び図６に符号（１）で示す様に、吸熱部および放
熱部としてそれぞれ機能する一対の板面（３ａ）、（３ｂ）を備えたペルチェ素子（３０
）と、通気可能なエレメント（３３）に吸着材を担持させて成り、且つエレメント（３３
）は、ペルチェ素子（３０）の各板面（３ａ）、（３ｂ）にそれぞれ直接配置された第１
の吸着素子（３１）及び第２の吸着素子（３２）とから構成される。 
【００３７】
　吸着材モジュール（１）は、図５及び図６に示す様に扁平な直方体に形成されてもよい
し、あるいは、適用する装置の構造に応じて曲面を備えた形状に形成されてもよい。また
、吸着材モジュール（１）において、第１の吸着素子（３１）及び第２の吸着素子（３２
）は、ペルチェ素子（３０）の各板面（３ａ）、（３ｂ）に対し、空気層や他の機械部品
などの断熱要素が介在することなく、ペルチェ素子（３０）で生成された温熱および冷熱
が熱伝導によって伝わる様に配置されていればよく、銀ペースト、グリス等の熱伝導材料
を介して配置されてもよい。 
【００３８】
　上記の吸着材モジュール（１）において、ペルチェ素子（３０）は、周知の通り、ペル
チェ効果を利用した素子であり、コンピュータ等の電子機器の冷却装置として使用される
 電子部品である。すなわち、ペルチェ素子は、２種の金属板の間にＰ型半導体とＮ型半
導体を多数配置すると共に、一方の金属板によってＮ－Ｐ接合を構成し且つ他方の金属板
によってＰ－Ｎ接合を構成した素子であり、斯かる素子においては、ＰＮ接合部分に電流
を流すことにより熱移動が起こり、一方の金属板で吸熱現象が生じ、他方の金属板で放熱
現象が生じる。 
【００３９】
　本発明の吸着材モジュール（１）においては、より小型化を図るため、各板面（３ａ）
、（３ｂ）がそれぞれ吸熱部、放熱部として機能する例えば平板状のペルチェ素子（３０
）が使用される。例えば車両用湿度調節装置などに使用する場合のペルチェ素子（３０）
の消費電力は１．４～１２０Ｗ、発熱最高温度は８０～９０℃、最大温度差は６４～８３
℃である。本発明では、ペルチェ素子（３０）を設計するに当たり、当該ペルチェ素子に
求められる放熱容量（Ｗ１）及び吸熱容量（Ｗ２）を次式に基づいて算出される。 
【００４０】
【数１】

【００４１】
　本発明の吸着素子とは、金属等の平板、波板、金属や無機材料で形成したハニカム構造
体、熱交換器等の通気可能なエレメント（３３）に、本発明のゼオライトを塗布して構成
されるものをいい、ゼオライトの吸着特性を発揮するのに支障がない限り、形状やエレメ
ントの材質は制限されるものではない。
本発明の吸着素子は、通常、吸着ヒートポンプの構成部品、デシカントローターの構成部
品、下記する本発明の吸着材モジュールの構成部品として使用することができ、本発明の
吸着材モジュールの構成部品として使用するのが好ましい。デシカント用の吸着素子の構
成部品として用いる場合は、高い相対圧で吸着量の大きい吸着性能を持つ吸着材が好まし
い。
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【００４２】
　第１の吸着素子（３１）及び第２の吸着素子（３２）は、各々、通気可能なエレメント
（３３）に吸着材を担持させて構成され、車両用湿度調節装置などに収容するため、通常
は外形形状を扁平な箱状に形成される。勿論、湿度調節装置などの適用装置の形状に応じ
た曲面を含む外形形状を備えていてもよい。各吸着素子（３１）、（３２）は、エレメン
ト（３３）とペルチェ素子（３０）との間で熱（温熱および冷熱）を効率的に伝達するた
め、エレメント（３３）を金属製ケーシングに収容して構成されることが好ましい。 
【００４３】
　エレメント（３３）としては、小型化を図ることが出来、しかも、大きな吸着面積を確
保でき且つ一層多量の粉体状の吸着材を保持し得る限り、各種の構造のものを使用できる
。斯かるエレメント（３３）の構造としては、例えば、波板状の基材シートによって通気
セルの開口形状が略三角形に形成された図示する様ないわゆるコルゲート型、通気セルの
開口形状が略六角形に形成されたハニカム型、通気セルの開口形状が四角形に形成された
格子型などの構造が挙げられる。また、通過する空気の圧力損失を低減するため、通気セ
ルの開口形状が他の多角形に形成された構造でもよい。エレメント（３３）は、いわゆる
ヒートシンクや略波板状の基材がペルチェ素子（３０）の板面に直交する様な形状のもの
でもよい。 
【００４４】
　例えば、コルゲート型のエレメント（３３）は、図５に示す様に、略波板状に形成され
た基材シート及び略平板状に形成された基材シートを交互に積層して通気セルを多数構成
したものである。すなわち、各吸着素子（３１）、（３２）のエレメント（３３）は、平
板状の基材シートに波板状の基材シートを重ねることにより一列のセルを形成した通気セ
ル形成シートがペルチェ素子（３０）の板面（３ａ）、（３ｂ）に対して平行に複数隣接
配置された構造、換言すれば、各通気セル形成シートの略平板状の基材シートがペルチェ
素子（３０）の板面（３ａ）、（３ｂ）と平行となる様に配置された構造を備えており、
通気セルは、波板状の基材シートの各凸部と隣接する平板状の基材シートとを接合するこ
とにより、エレメント端面側（通気方向の両端面側）の開口形状が略三角形に形成される
。 
【００４５】
　また、コルゲート型のエレメント（３３）は、図６に示す様に構成されてもよい。図６
に示すエレメント（３３）は、平板状の基材シートに波板状の基材シートを重ねることに
より一列のセルを形成した通気セル形成シートがペルチェ素子（３０）の板面（３ａ）、
（３ｂ）に対して直交する状態で複数隣接配置された構造、すなわち、上記の通気セル形
成シートがペルチェ素子（３０）の板面（３ａ）、（３ｂ）に沿って配列された構造を備
えている。換言すれば、エレメント（３３）は、各通気セル形成シートの略平板状の基材
シートがペルチェ素子（３０）の板面（３ａ）、（３ｂ）に直交する状態に配置された構
造を備えている。上記の様に、吸着素子（３１）、（３２）として、エレメント（３３）
の通気セル形成シートがペルチェ素子（３０）の板面（３ａ）、（３ｂ）に対して垂直に
配置された素子を使用した場合には、各吸着素子（３１）、（３２）のエレメント（３３
）を構成する各通気セル形成シートに対し、ペルチェ素子（３０）の温熱および冷熱を均
一に且つ効率的に伝えることが出来、ペルチェ素子（３０）による加熱、冷却効果を一層
高めることが出来る。 
【００４６】
　上記の図５及び図６に示す様な各吸着素子（３１）、（３２）のエレメント（３３）に
使用される通気セル形成シートは、長さの異なる２種類の基材シートを交互に積層し且つ
長い方の基材シートを引き寄せながら一定間隔で接合する所謂各種成形機によって作製す
ることが出来、その際、隣接する平板状の基材シートと波板状の基材シートは、加熱溶着
、超音波溶着または接着剤を使用した接着などにより接合される。そして、エレメント（
３３）は、基材シートとしてのセラミックペーパー等から成る例えばコルゲート型などの
通気セル形成シートを上記の様な方法で作製し、通気セル形成シートを積層してエレメン
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トの構造体を作製した後、吸着材とバインダーと溶剤とから成るスラリーに前記の構造体
を浸漬して製造される。なお、通気セル形成シートの製造方法自体は、公知であり、例え
ば特開２００４－２０９４２０号公報に開示されている。 
【００４７】
　また、上記の第１の吸着素子（３１）及び第２の吸着素子（３２）においては、各々、
通気面積（エレメント（３３）の通気方向に直交する総開口面積）が、例えば湿度調節装
置内の吸着材モジュール（１）の上流側および下流側の流路の最小の断面積（通気方向に
直交する開口面積）以上に設定されるのが好ましい。吸着素子（３１）、（３２）の通気
面積を上記の様に設定した場合には、各吸着素子（３１）、（３２）内において通過する
空気の流速を小さくすることが出来、吸着および脱着機能を一層高めることが出来る。 
【００４８】
　更に、第１の吸着素子（３１）及び第２の吸着素子（３２）は、各々、空気の入口およ
び出口の開口面積に対して、内部の通気方向に直交する断面の面積が大きく形成されてい
てもよい。上記の様に、吸着素子（３１）、（３２）の内部の断面積を大きくした場合に
は、出入口近傍の幅方向側（平面視して左右）の側縁部分における通気時の圧力損失を低
減できるため、各吸着素子（３１）、（３２）における吸脱着効率を高めることが出来る
。 
【００４９】
　また、各吸着素子（３１）、（３２）内の空気の流速を小さくして吸着および脱着機能
を高めるため、図示しないが、吸着材モジュール（１）は、例えば湿度調節装置内の流路
の幅よりも大きな幅に形成され、吸着材モジュール（１）への入口部分の流路は、吸着材
モジュール（１）の入口に向うに従い幅が漸次広くなる様に形成され、そして、吸着材モ
ジュール（１）の下流側の部分の流路は、湿度調節装置の吹出口に向う従い幅が漸次狭く
なる様に形成されてもよい。同様に、吸着材モジュール（１）は、例えば湿度調節装置内
の流路の高さよりも厚く形成され、吸着材モジュール（１）への入口部分の流路は、吸着
材モジュール（１）の入口に向って従い高さが漸次高くなる様に形成され、そして、吸着
材モジュール（１）の下流側の部分の流路は、湿度調節装置の吹出口に向う従い高さが漸
次低くなる様に形成されてもよい。 
【００５０】
　本発明の吸着材モジュール（１）においては、例えば、室内の湿度調節装置に適用し、
外気が乾燥する冬季おいて、窓ガラス防曇用に吹き出す空気を十分に除湿し、また、乗員
側に吹き出す空気を効果的に加湿するため、エレメント（３３）に担持される吸着材とし
ては、以下の様な吸着特性を備えた本発明のゼオライトが使用される。 
【００５１】
　すなわち、冬季において暖房時に室内を循環する空気は、その温度を２５℃とした場合
、相対湿度が２５～５０％程度と比較的低湿度であるが、室内湿度調節装置から吹き出す
空気によって例えば３℃の低温の窓ガラスに対する防曇効果を達成するため、吸着材は、
前記の様な低湿度においても十分に水分を吸着し、そして、吹き出す空気の相対湿度を更
に１５％程度以下まで低減し得る特性を備えていることが望まれる。 
【００５２】
　一方、吸着材の再生においては、前述のペルチェ素子（３０）が使用されるが、消費電
力低減のため、吸着材は、温度が９０℃以下、好ましくは６０℃以下の比較的低い温度で
水分を脱着できることが望まれる。そして、車室内が適度に快適な状態にある場合、例え
ば温度が２５℃、湿度が５０％の場合、エレメント（３３）を通過する空気をペルチェ素
子（３０）で９０℃に加熱した際の相対湿度は２％、６０℃に加熱した際の相対湿度は８
％となる。従って、吸着材においては、相対湿度が好ましくは８～１５％の範囲で、すな
わち相対蒸気圧０．０８～０．１５の範囲で容易に吸着・脱着し得る特性が望まれる。 
【００５３】
　更に、車室内の空気を加湿して不快感を与えることなく乗員側に供給しようとすると、
例えば１～２ｍ／ｓの風速で且つ４．７ｍ３／ｈ以上の風量で空気を吹き出すのが望まし
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い。その際、図示しないが吸込口から吸い込む空気の温度が２５℃、相対湿度が３０％、
絶対湿度が５．９２ｇ／ｋｇ（ＤＡ）であって、図示しないが第２の吹出口から乗員側へ
温度が２５℃、相対湿度が３８％、絶対湿度が７．４６ｇ／ｋｇ（ＤＡ）以上の加湿空気
を吹き出そうとすると、絶対湿度を１．５４ｇ／ｋｇ（ＤＡ）以上高めることが求められ
、上記の風量では水分量で８．６ｇ／ｈ以上加湿することが求められる。 
【００５４】
　一方、吸着材モジュール（１）の作動においては、後述する様に、第１の吸着素子（３
１）と第２の吸着素子（３２）とで吸着操作と脱着操作とを交互に切り替えるが、吸着・
脱着操作の切替数を１２回／ｈ行うとすると、各吸着素子（３１）、（３２）の１回の吸
着操作ならびに脱着操作において、吸着材により約０．６ｇの水分を吸着、脱着する必要
がある。しかも、実用上、小型の車両用湿度調節装置に組み込むため、各吸着素子（３１
）、（３２）の小型化を図る必要があり、各エレメント（３３）における有効体積（吸着
材を担持した状態における見かけ体積）の合計を３３ｃｍ３に設計した場合、両方のエレ
メント（３３）に担持させ得る吸着材の合計質量は６ｇ程度となる。従って、吸着材にお
いては、相対蒸気圧０．０８以上０．１５以下の範囲においては、ゼオライトの水吸着量
の変化、すなわち吸脱着量の差が少なくとも０．１２ｇ／ｇの吸脱着量が求められる。 
　さらに室内の湿度の調整において、湿度が急激に変化することは好ましくないので、あ
る湿度で水蒸気の吸着、再生が急激に開始したりしないような吸着性能が好ましい。これ
は吸着等温線の特性で表現すると、吸着等温線が急峻に立ち上がるようなものではなく、
相対圧の変化とともに０．０８から０．１５の相対圧の間でなだらかな吸着をおこなうよ
うなものが好ましい。さらに吸着等温線において、相対蒸気圧が０．１のときに吸着量が
０．０３ｇ／ｇ以上であることが好ましい。
【００５５】
　従来の吸着材では上記の吸着モジュール用として要求される特性を満たすものが見出さ
れていなかった。しかし、本発明のゼオライトが、本発明の吸着材モジュール（１）の各
エレメント（３３）に担持する吸着材として求められる吸着特性を有するものであること
がわかり、吸着モジュールの性能を向上させるに適したものであることを見出した。
【００５６】
　因に、本発明のゼオライトは、本発明の吸着材モジュール（１）に好適な特性を有して
いる。例えば結晶性鉄アルミノフォスフェート（Ｆｅ－ＳＯＤ）は、図１に示す様な吸着
特性を備えており、２５℃の水蒸気吸着等温線において、相対湿度８％から相対湿度１５
％の間で吸着量が急激に変化し、その吸着量の差が０．１２ｇ／ｇ以上であり、かつ相対
湿度１０％での水蒸気吸着量が０．０３ｇ／ｇ以上である。すなわち、吸着、脱着の際、
より多くの水分を上記の相対蒸気圧の範囲において吸脱着し、かつ低い相対蒸気圧域でよ
り多くの水分を脱着することができる。これに対し、従来の吸着材、例えば、Ａ型シリカ
ゲルや活性炭は、２５℃の水蒸気吸着等温線において、相対湿度８％から相対湿度１５％
の間で吸着量の変化が小さく、その差がＦｅ－ＳＯＤの１／２以下程度である。換言すれ
ば、本発明に適用される吸着材は、低い湿度範囲においてより多くの水分を吸着・脱着す
る特性を備えている。 
【００５７】
　また、本発明の吸着材モジュール（１）においては、保守管理を容易にするため、第１
の吸着素子（３１）及び第２の吸着素子（３２）がそれぞれ交換可能に構成される。具体
的には、吸着材モジュール（１）は、ペルチェ素子（３０）に対して各吸着素子（３１）
、（３２）を固定することなく密着させた状態で湿度調節装置などに装置に取外し可能に
収容される。すなわち、吸着材を担持させた吸着素子、好ましくはゼオライトを担持させ
た吸着素子、より好ましくはアルミノフォスフェート類を担持させた吸着素子（３１）、
（３２）をそれぞれ独立に取外し可能に収容される。これにより、吸着材の吸着能が低下
した場合などに吸着材が担持された吸着素子（３１）、（３２）だけを交換できる。 
【００５８】
　本発明の吸着材モジュール（１）は、ペルチェ素子に流れる電流の逆転によって当該ペ



(13) JP 5434477 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

ルチェ素子の吸熱部と放熱部を機能的に入れ替えることにより、前記各吸着素子における
吸着操作と脱着操作を切替え可能になされている。これにより、吸着材モジュール（１）
においては、第１の吸着素子（３１）及び第２の吸着素子（３２）において互いに交互に
吸着操作と脱着操作を行う様になされている。従って、上記の吸着材モジュール（１）を
使用した湿度調節装置においては、吸着操作と脱着操作の反転に応じて、第１の吸着素子
（３１）を通過した空気と第２の吸着素子（３２）を通過した空気の吹出流路を切り替え
ることにより、除湿された空気と加湿された空気を所定の吹出口から連続して吹き出すこ
とが出来る。 
【００５９】
　次に、本発明の吸着材モジュール（１）の使用例を説明する。本発明の吸着材モジュー
ル（１）は、図７に示す様な構成の湿度調節装置に適用することができる。斯かる湿度調
節装置は、外気が乾燥する例えば冬季において、窓ガラスに防曇用の除湿空気を供給し、
乗員側に加湿空気を供給するために使用される。また、上記の湿度調節装置は、後述する
流路切替装置の作動設定の変更により、外気が高湿度となる夏季において、乗員側に除湿
空気を供給するために使用される。 なお、図７に示すような湿度調節装置およびその動
作機構は、特許文献３に開示されている。
【００６０】
　図７（ａ）に例示する湿度調節装置は、送風機（２）、吸着材モジュール（１）及び流
路切替装置（４）を順次に配置して構成される。送風機（２）は、吸着材モジュール（１
）の一対の吸着素子（３１）、（３２）に対応させて２基設けられる。送風機（２）とし
ては、通常、直流方式の遠心ファンが使用される。斯かる遠心ファンの回転数は３０００
～６０００ｒｐｍ程度、最大静圧は１００～３００Ｐａ程度、最大風量は０．１～０．５
 ｍ３／ｍｉｎ程度である。なお、湿度調節装置においては、共通の１基の送風機により
、一対の吸着素子（３１）、（３２）に空気を供給する様に構成されてもよい。 
【００６１】
　吸着材モジュール（１）においては、各吸着素子（３１）、（３２）の吸着操作、脱着
操作を交互に切り替える。従って、上記の湿度調節装置においては、除湿された空気およ
び加湿された空気を各別個に連続的に吹き出すため、上記の各空気を所定の吹出口に振向
ける流路切替装置（４）が吸着材モジュール（１）の下流側に配置される。空気の吹出流
路を切り替える機構としては、２つの可撓性管路を移動させてその接続先を変更する様な
機構、リンク等によって同期作動する２つのシャッターを交互に開閉してその接続先を変
更する機構、互いに隣接し且つ側面視して直交する同軸の２枚の回転シャッターを９０度
づつ回動させてその接続先を変更する機構なども使用できるが、装置構成を簡素化し且つ
小型化を図る観点から、上記の流路切替装置（４）は、例えばアクチュエータによって回
動するダンパーにより、上記の各空気の振向け先を切り替える様になされている。 
【００６２】
　上記の様な湿度調節装置においては、図７（ａ）に示す様に、例えば、第１の吹出口（
１１）から除湿された空気を連続して吹き出し、第２の吹出口（１２）から加湿された空
気を連続して吹き出すため、前述の様に、吸着材モジュール（１）においてペルチェ素子
（３０）に流れる電流を一定時間ごとに逆転させて当該ペルチェ素子の吸熱部と放熱部と
を入れ替えると共に、流路切替装置（４）において前記の電流の逆転に応じて、吸着材モ
ジュール（１）の第１の吸着素子（３１）を通過した空気と第２の吸着素子（３２）を通
過した空気との振向け先を切り替える様に構成される。 
【００６３】
　すなわち、吸着材モジュール（１）においては、各吸着素子（３１）、（３２）の吸着
・脱着操作に準じた時間間隔、例えば３０～６００秒間隔でペルチェ素子（３０）に流れ
る電流を逆転させ、ペルチェ素子（３０）の板面（３ａ）、（３ｂ）における吸熱機能と
放熱機能とを入れ替える様になされている。また、流路切替装置（４）においては、ペル
チェ素子（３０）の電流の逆転と同時または逆転させて一定時間経過後、図示しないが（
４）の中のダンパー（４４）が作動し、吸着材モジュール（１）で処理された上記の各空
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気の振向け先を一方は第１の吹出口（１１）から第２の吹出口（１２）へ、他方は第２の
吹出口（１２）から第１の吹出口（１１）へ切り替える様になされている。流路切替装置
（４）を作動させるタイミングは、ペルチェ素子（３０）の電流を逆転させて以降、ペル
チェ素子（３０）の各板面（３ａ）、（３ｂ）の温度が高低逆転するまでの間である。 
【００６４】
　上記の湿度調節装置においては、吸着材モジュール（１）で吸脱着操作を一定のタイミ
ングで切り替えると共に、これに応じて、除湿された空気と加湿された空気の吹出流路を
流路切替装置（４）によって切り替え、これにより、例えば、第１の吹出口（１１）から
除湿された空気を連続して吹き出し、第２の吹出口（１２）から加湿された空気を連続し
て吹き出すことが出来る。そして、除湿された空気を窓ガラスの防曇用に使用でき、加湿
された空気を快適性向上のために使用できる。 
【００６５】
　本発明の吸着材モジュール（１）を使用した湿度調節装置は、図７（ｂ）に示す様に構
成することも出来る。図７（ｂ）に例示する湿度調節装置は、送風機（２）、流路切替装
置（４）、吸着材モジュール（１）、流路切替装置（４）及び送風機（２）を順次に配置
して構成される。すなわち、吸着材モジュール（１）を中心として、当該吸着材モジュー
ル（１）の前後にそれぞれ流路切替装置（４）と送風機（２）を対称的に配置して構成さ
れる。そして、各流路切替装置（４）は、これらの導入口（５１）、（５２）を吸着材モ
ジュール（１）の各吸着素子（３１）、（３２）に対向する状態に配置され、各送風機（
２）は、各流路切替装置（４）に対し、前述の例えば第２の吹出口（１２）に相当する通
気穴から室内空気を送気する様に構成されている。 
【００６６】
　図７（ｂ）に示す湿度調節装置においても、吸着材モジュール（１）のペルチェ素子（
３０）へ流す電流の逆転によって吸熱部と放熱部を機能的に入れ替えて各吸着素子（３１
）、（３２）に対する冷却と加熱を反転させ、各吸着素子（３１）、（３２）の吸着操作
と脱着操作を一定のタイミングで切り替えると共に、これに応じて、除湿された空気と加
湿された空気の吹出流路を各流路切替装置（４）によって切り替えることにより、例えば
、一方（例えば図７（ｂ）中の左側）の流路切替装置（４）の、図示しないが第１の吹出
口から除湿された空気を連続して吹き出し、他方（例えば図７（ｂ）中の右側）の流路切
替装置（４）の、第１の吹出口から加湿された空気を連続して吹き出すことが出来る。 
【００６７】
　上記の様に、本発明の吸着材モジュール（１）は、固定方式の一対の吸着素子（３１）
、（３２）をペルチェ素子（３０）の吸熱部および放熱部として機能する各板面にそれぞ
れ直接配置して構成され、しかも、吸着素子（３１）、（３２）に担持させる吸着材とし
て、より低温での吸脱着が可能で且つ少量でも十分な水蒸気量を吸脱可能な特定のゼオラ
イトを使用しており、ペルチェ素子（３０）へ流す電流の逆転によって吸熱部と放熱部を
機能的に入れ替え、各吸着素子（３１）、（３２）に対する冷却と加熱を反転させて吸着
操作と脱着操作を切り替えることにより、除湿された空気と加湿された空気を連続して製
造する。 
【００６８】
　すなわち、本発明の吸着材モジュール（１）においては、平板状のペルチェ素子（３０
）に各吸着素子（３１）、（３２）が直接配置されており、吸着素子（３１）、（３２）
を加熱・冷却する際のペルチェ素子（３０）と吸着素子との間の熱伝導性が高く、しかも
、低い温度域での吸脱着性能に優れた特定のゼオライトを吸着材として各吸着素子（３１
）、（３２）に使用しているため、従来の吸着ローター方式の様な回転駆動部を設ける必
要がなく、吸着素子（３１）、（３２）及びペルチェ素子（３０）を一層小型化できる。
その結果、湿度調節装置を構成した場合、装置構成を簡素化でき、装置全体を一層小型化
することが出来る。また、より低温での吸脱着が可能であるため、ペルチェ素子（３０）
の発熱温度も低温に抑えることが出来、その結果、ペルチェ素子（３０）の耐久性を向上
させることも出来る。 
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【００６９】
　更に、本発明の吸着材モジュール（１）は、前述の様に、第１の吸着素子（３１）及び
第２の吸着素子（３２）がそれぞれ交換可能に構成されていることにより、目詰まりや水
蒸気以外の物質の吸着によって吸着能が低下した場合、湿度調節装置から吸着材モジュー
ル（３）を取り出し、各吸着素子（３１）、（３２）を交換することが出来る。これによ
り、吸着素子（３１）、（３２）の交換だけで装置性能を回復できる。また、フィルター
を使用せずに例えば数年単位で吸着素子を交換することにより、装置を長期に渡って維持
でき、メンテナンス費用も低減できる。 
【００７０】
　また、上記の水蒸気以外の物質としては、例えば、ＶＯＣ１３物質（ホルムアルデヒド
、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベ
ンゼン、テトラデカン、フタル酸ジ－ｎ－ブチル、フタル酸ジ－２－エチルヘキシル、ダ
イアジノン、フェノブカルブ、クロルピリホス）、酢酸、脂肪酸（ｎ－酪酸）、アミン、
アンモニア等の臭気物質が挙げられるが、上記の様に、第１の吸着素子（３１）及び第２
の吸着素子（３２）が交換可能に構成されている場合には、室内が高温になった際に濃縮
された前記の臭気物質などが室内に再放出されるのを防止することが出来る。 
【００７１】
　なお、吸着材モジュール（１）を使用した湿度調節装置においては、図示しないが流路
切替装置（４）内のダンパー（４４）の作動設定を切り替えることにより、例えば夏季に
おいて、第２の吹出口（１２）から除湿された空気を乗員側へ吹き出すことも出来る。ま
た、湿度調節装置においては、吸着材モジュール（３）の第１の吸着素子（３１）で除湿
（又は加湿）された空気と第２の吸着素子（３２）で加湿（又は除湿）された空気との間
で顕熱交換を行うため、吸着材モジュール（３）の下流側、好ましくは流路切替装置（４
）の下流側にフィン型熱交換器や直交型熱交換器などの熱交換器が配置されてもよい。熱
交換器を配置した場合には、ペルチェ素子（３０）で加熱された高温の加湿空気と、ペル
チェ素子（３０）で冷却された低温の除湿空気との間で熱交換できるため、例えば冬季に
は、加湿され且つ適度に温度の低下した快適な空気を乗員側へ吹き出すことが出来る。更
に、吸着材モジュール（１）の上流側または下流側には、室内で発生した臭気成分を捕捉
するための脱臭用フィルターが配置されてもよい。 
【００７２】
　（３）吸着ヒートポンプ
　本発明のゼオライトは、吸着ヒートポンプ用にも適用できる。通常、公知の吸着ヒート
ポンプに適用することができる。
　一般に遠心圧縮機を用いたターボ冷凍機は１０℃よりも低温の冷熱を製造することが可
能である。このようなターボ冷凍機に置き換わるような省エネ型の圧縮機を用いない冷凍
機が望まれている。すなわち、１０℃よりも低温の冷熱が製造でき、しかも９０℃以下の
排熱などが利用できる吸着ヒートポンプが望まれている。
　本発明の吸着ヒートポンプは、好ましくは生成する冷熱として、９℃以下、好ましくは
７℃以下、より好ましくは５℃以下であり、再生に用いる熱としては、９０℃以下、好ま
しくは８０℃以下、より好ましくは７５℃以下、最も好ましくは７０℃以下である吸着ヒ
ートポンプである。前記の場合の吸着材の温度としては、３０℃以上、好ましくは３５℃
以上となっても稼動できるものが求められる。例えば、５℃の冷水を３５℃の吸着温度で
生成させるためには、相対蒸気圧０．１５となり、７℃の冷水を３７℃の吸着温度で生成
させるためには、相対蒸気圧が０．１６となる。また、再生については、例えば、再生温
度が９０℃、吸着材の温度が３５℃の場合は相対蒸気圧は０．０８となり、再生温度が８
０℃、吸着温度が３０℃の場合は、相対蒸気圧は０．０９となる。したがって、このよう
な吸着ヒートポンプに対応できる吸着材としては、相対蒸気圧０．０８以上０．１５以下
の範囲における水の吸着量の変化が０．１２ｇ／ｇ以上、好ましくは、０．１３ｇ／ｇ以
上、より好ましくは０．１４ｇ／ｇ以上であることが好ましい。
【００７３】
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（４）デシカントローター
　本発明のゼオライトは、デシカントローターに適用することもできる。通常、本発明の
ゼオライトを吸着素子、またはハニカム構造を有するローターに担持して、デシカントロ
ーターとして使用することができ、好ましくは低温で、具体的には９０℃以下の再生温度
での水蒸気の再生が可能なデシカントローターとして利用することができる。
【実施例】
【００７４】
（実施例１）
　水１５ｇと８５％リン酸水溶液９．２ｇの混合物に、２５％水含有擬ベーマイト（サソ
ール社製）５ｇをゆっくりと加えて攪拌した。これを２時間攪拌し、これに硫酸第一鉄７
水和物１．７ｇを水６ｇに溶かした水溶液を加え、さらにテトラメチルアンモニウムヒド
ロキシド５水和物３．６ｇを水６ｇに溶かしたものと４０ｗｔ％テトラプロピルアンモニ
ウムヒドロキシド水溶液１０．２ｇを混合した液をこれに加えて混合して１時間攪拌し出
発反応物を得た。これをテフロン（登録商標）製内筒の入った１００ｃｃのステンレスオ
ートクレーブに仕込み、オートクレーブごと１５ｒｐｍで回転させ、１９０℃、２４時間
反応させた。反応後、冷却して、デカンテーションにより上澄みを除いて、沈殿物を回収
し、水洗、ろ過を繰り返し、１００℃で乾燥した。このうち３ｇを縦型の石英管にいれ、
室温から１℃／分で昇温し、５５０℃で６時間の空気焼成を行った。こうして得られた結
晶性鉄アルミノフォスフェートのＸＲＤを測定したところ、ＳＯＤ型（フレームワーク密
度は１７．２Ｔ／１０００Å3）であった。
　得られたＳＯＤ型ゼオライトについて、２５℃における吸着等温線を吸着等温線測定装
置（ベルソープ１８：日本ベル社製）で測定した。なお前処理は、前処理温度１２０℃、
真空下にて５時間処理した。空気恒温槽温度５０℃、吸着温度２５℃、初期導入圧力４０
０Ｐａ、飽和蒸気圧３１６７Ｐａ、平衡時間５００秒で行った。この結果を図１に示した
。
【００７５】
　（実施例２）
　水１５ｇと８５％リン酸水溶液９．２ｇの混合物に、２５％水含有擬ベーマイト（サソ
ール社製）４．９ｇをゆっくりと加えて攪拌した。これを２時間攪拌し、これに硫酸第一
鉄７水和物２．２ｇを水１８ｇに溶かした水溶液を加え、さらにトリｎ－プロピルアミン
１０．３ｇを混合して１時間攪拌し出発反応物を得た。これをテフロン（登録商標）製内
筒の入った１００ｃｃのステンレスオートクレーブに仕込み、オートクレーブごと１５ｒ
ｐｍで回転させ、１００℃で3日間加熱後、１５０℃で２４時間反応させた。反応後、冷
却して、デカンテーションにより上澄みを除いて、沈殿物を回収し、水洗、ろ過を繰り返
し、１００℃で乾燥した。このうち３ｇを縦型の石英管にいれ、室温から１℃／分で昇温
し、５５０℃で６時間の空気焼成を行った。こうして得られた結晶性鉄アルミノフォスフ
ェートのＸＲＤを測定したところ、ＡＴＳ型（フレームワーク密度は１６．４Ｔ／１００
０Å3）であった。
　得られたＡＴＳ型ゼオライトについて２５℃における吸着等温線を実施例１と同様に、
吸着等温線測定装置（ベルソープ１８：日本ベル製）で測定した。
結果を図２に示す。
【００７６】
（実施例３）
（アルミノフォスフェート（ＡｌＰＯ４）レイヤーの合成）
　水８．９ｇと８５％リン酸水溶液９．２ｇの混合物に、２５％水含有擬ベーマイト（サ
ソール社製）５．４ｇをゆっくりと加えて攪拌した。これを２時間攪拌し、これにベンジ
ルアミン８．６ｇを加え、さらに水１０．０ｇを混合して１時間攪拌し出発反応物を得た
。これをテフロン（登録商標）製内筒の入った１００ｃｃのステンレスオートクレーブに
仕込み、オートクレーブごと１５ｒｐｍで回転させ、１９０℃で２４時間反応させた。反
応後、冷却して、生成物を回収し、水洗、ろ過を繰り返し、１００℃で乾燥した。こうし
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て得られた結晶性アルミノフォスフェートのＸＲＤを測定したところ層状化合物であった
（層間距離ｄ＝１９．５A）。これをＡｌＰＯ４レイヤーとする。
（ＡｌＰＯ４レイヤー添加ＦＡＰＳＯ－ＳＯＤの合成）
　水１２．５ｇと８５％リン酸水溶液８．８ｇの混合物に、２５％水含有擬ベーマイト（
サソール社製）５．２ｇをゆっくりと加えて攪拌した。これを２時間攪拌し、これに硫酸
第一鉄７水和物２．２ｇを水１８ｇに溶かした水溶液およびフュームドシリカ０．２４ｇ
を加え、さらにテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（２５％水溶液)１４．５ｇを加
えて攪拌した。これを１時間攪拌し、これに上記で合成したＡｌＰＯ４レイヤー５．０ｇ
を加え、さらに１時間攪拌して出発反応物を得た。これをテフロン（登録商標）製内筒の
入った１００ｃｃのステンレスオートクレーブに仕込み、オートクレーブごと１５ｒｐｍ
で回転させ、１９０℃で２４時間反応させた。反応後、冷却して、デカンテーションによ
り上澄みを除いて、沈殿物を回収し、水洗、ろ過を繰り返し、１００℃で乾燥した。この
うち３ｇを縦型の石英管にいれ、室温から１℃／分で昇温し、５５０℃で６時間の空気焼
成を行った。こうして得られた結晶性鉄シリカアルミノフォスフェートのＸＲＤを測定し
たところ、ＳＯＤ型（フレームワーク密度は１７．２Ｔ／１０００Å3）であった。
　前記ＳＯＤ型ゼオライトの２５℃における吸着等温線を実施例１と同様に吸着等温線測
定装置（ベルソープ１８：日本ベル製）で測定した。結果を図３に示す。なお、空気恒温
槽温度５０℃、吸着温度２５℃、初期導入圧力４００Ｐａ、飽和蒸気圧３１６７Ｐａ、平
衡時間５００秒で行った。
【００７７】
　（比較例１） 
　水１５ｇと８５％リン酸水溶液９．２ｇの混合物に、２５％水含有擬ベーマイト（サソ
ール社製）５．２ｇをゆっくりと加えて攪拌した。これを１時間攪拌し、次いで、硫酸第
一鉄７水和物２．２ｇを水１０ｇに溶かした水溶液を加え、更にトリエチルアミン４．８
ｇを混合した後、１時間攪拌して出発反応物を得た。これをテフロン（登録商標）製内筒
の入った１００ｍｌのステンレスオートクレーブに仕込み、オートクレーブごと１５ｒｐ
ｍで回転させ、１９０℃で１２時間反応させた。反応後、冷却して、デカンテーションに
より上澄みを除き、沈殿物を回収し、水洗、ろ過を繰り返し、１００℃で乾燥した。この
うち３ｇを縦型の石英管に入れ、室温から１℃／分の昇温速度で昇温し、５５０℃で６時
間の空気焼成を行った。こうして得られた結晶性鉄アルミノフォスフェートのＸＲＤを測
定したところ、ＡＦＩ型（フレームワーク密度は１７．３Ｔ／１０００Å3）であった。 
　前記ＡＦＩ型ゼオライトの２５℃における吸着等温線を実施例１と同様に、吸着等温線
測定装置（ベルソープ１８：日本ベル製）で測定した。結果を図４に示す。
【符号の説明】
【００７８】
　　１　：吸着材モジュール 
　　２　：送風機 
　　３０：ペルチェ素子 
　　３ａ：ペルチェ素子の板面（吸熱部または放熱部） 
　　３ｂ：ペルチェ素子の板面（放熱部または吸熱部） 
　　３１：第１の吸着素子 
　　３２：第２の吸着素子 
　　３３：エレメント 
　　４　：流路切替装置
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