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(57)【要約】
空間内の湿度及び／又は湿度及び温度の両方を制御する
ハイブリッド型除湿システムは冷却コイルを含み、当該
冷却コイルは、まず、水性冷却媒体で、当該空間に供給
される空気流を冷却する、または冷却し、そして当該空
気流の湿度を低下させ、このように冷却した空気流を、
デシカント吸収剤内を通過させて、当該空気流の湿度を
、当該空気流を当該空間に供給する前に更に低下させ、
そしてデシカント吸収剤を、最初の水性冷却媒体を更に
冷却するために使用されるヒートポンプからの排熱で当
該デシカントを加熱することにより再生させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱負荷を冷却するために使用され、かつ循環供給される水性／液体冷却クーラントを
含む水性／液体冷却システムに使用される除湿システムであって、前記除湿システムは、
水分を供給／処理空気流から除去するデシカント材料と；前記水性／液体冷却システムの
水性／液体クーラントを冷却する直接膨張冷却手段であって、熱を、凝縮器を介して再生
空気流に供給する少なくとも１つの凝縮器と、蒸発熱交換器と、を含む直接膨張冷却手段
と；前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続され、かつ前記供給／処理空気流に
配置されて水性／液体クーラントを流入させ、そして前記供給空気流を冷却する熱交換器
と、を含む、除湿システム。
【請求項２】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器は、当該供給／処
理空気流が前記デシカント材料に流入する手前の位置の前記供給／処理空気流に配置され
る、請求項１に記載の除湿システム。
【請求項３】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器は、前記供給／処
理空気流が前記デシカント材料から流出した後の位置の前記供給／処理空気流に配置され
る、請求項１に記載の除湿システム。
【請求項４】
　前記デシカント材料は、回転可能なデシカントホイールを含む、請求項２又は３に記載
の除湿システム。
【請求項５】
　手段を含み、該手段は、水性／液体冷却クーラントを水性／液体冷却システムから、前
記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に供給して前記水性／液体冷却クーラントを更に
冷却するようにし、次に前記供給／処理空気流に配置される前記熱交換器に供給して前記
供給／処理空気流を冷却し、そして次に、再循環配管に供給する、請求項２又は３に記載
の除湿システム。
【請求項６】
　前記直接膨張冷却手段は、凝縮器と；温かい水性／液体クーラントを水性／液体冷却シ
ステムから、前記蒸発熱交換器と連通する前記凝縮器に供給して、当該水性／液体クーラ
ントの温度を上昇させ、かつこのようにして温まった水性／液体クーラントを前記凝縮器
から、前記再生空気流に配置される熱交換器に供給することにより、前記直接膨張冷却手
段及び前記温かい水性／液体クーラントからの熱を前記再生空気流に供給する手段と、を
含む、請求項２又は３に記載の除湿システム。
【請求項７】
　加熱負荷を冷却するために使用され、かつ循環供給される水性／液体冷却クーラントを
含む水性／液体冷却システムに使用される除湿システムであって、前記除湿システムは、
水分を供給／処理空気流から除去するデシカント材料と；前記水性／液体冷却システムの
水性／液体クーラントを冷却する直接膨張冷却手段であって、熱を、凝縮器を介して供給
して、前記デシカントを再生する凝縮器と、蒸発熱交換器と、を含む直接膨張冷却手段と
；前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続され、かつ前記供給／処理空気流に配
置される熱交換器と；水性／液体冷却クーラントを前記水性／液体冷却システムから前記
熱交換器に供給して前記供給／処理空気流を冷却し、次に前記直接膨張冷却手段の前記蒸
発熱交換器に供給し、そして次に、再循環配管に供給することにより、前記直接膨張冷却
手段が、前記直接膨張冷却手段の前記凝縮器に、より高い温度を発生させるようになる手
段と、を含む、除湿システム。
【請求項８】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器は、当該供給／処
理空気流が前記デシカント材料に流入する手前の位置の前記供給／処理空気流に配置され
る、請求項７に記載の除湿システム。
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【請求項９】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器は、前記供給／処
理空気流が前記デシカント材料から流出した後の位置の前記供給／処理空気流に配置され
る、請求項７に記載の除湿システム。
【請求項１０】
　前記デシカント材料は、回転可能なデシカントホイールを含む、請求項８又は９に記載
の除湿システム。
【請求項１１】
　前記供給／処理空気流に配置される前記熱交換器は、第１及び第２熱交換器セクション
を有し、そして前記システムは、手段であって、水性／液体冷却クーラントの第１部分を
、水性／液体クーラント配管から前記第１熱交換器セクションに供給して前記供給／処理
空気流を冷却し、そして次に、戻し配管に供給し、かつ前記水性／液体冷却クーラントの
第２部分を、前記水性／液体クーラント配管から前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換
器に供給して前記水性／液体冷却クーラントの前記第２部分を更に冷却し、次に前記供給
／処理空気流に配置される前記第２熱交換器セクションに供給して前記供給／処理空気流
を更に冷却し、そして次に、再循環配管に供給する手段を含む、請求項８又は９に記載の
除湿システム。
【請求項１２】
　加熱負荷を冷却するために使用され、かつ循環供給される水性／液体冷却クーラントを
含む水性／液体冷却システムに使用される供給／処理空気流を除湿する方法であって、前
記方法は、デシカント材料を用いて水分を供給／処理空気流から除去する工程と、直接膨
張冷却システムの蒸発熱交換器を用いて、前記水性／液体冷却システムを流れるクーラン
トを冷却する工程と、熱を、前記直接膨張冷却システムの凝縮器を介して再生空気流に供
給する工程と、熱交換器を、前記供給／処理空気流に配置される前記直接膨張冷却手段の
前記蒸発熱交換器に接続して、水性／液体クーラントを流入させ、そして前記供給空気流
を冷却する工程と、を含む、方法。
【請求項１３】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器を、前記供給／処
理空気流が前記デシカント材料に流入する手前の位置の前記供給／処理空気流に配置する
工程を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器を、前記供給／処
理空気流が前記デシカント材料から流出した後の位置の前記供給／処理空気流に配置する
工程を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記デシカント材料を用いる前記工程は、回転可能なデシカントホイールを用いる工程
を含む、請求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　水性／液体冷却クーラントを水性／液体冷却システムから、前記直接膨張冷却手段の前
記蒸発熱交換器に供給することにより、前記水性／液体冷却クーラントを更に冷却し、次
に、更に冷却した前記水性／液体クーラントを、前記供給／処理空気流に配置される前記
熱交換器に供給して前記供給／処理空気流を冷却し、次に、前記クーラントを前記熱交換
器から再循環配管に供給する工程を含む、請求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１７】
　温かい水性／液体クーラントを水性／液体冷却システムから、前記直接膨張冷却凝縮器
に供給して当該水性／液体クーラントの温度を上昇させる工程と、次に、このようにして
温まった水性／液体クーラントを、前記凝縮器から前記熱交換器に供給する工程と、前記
熱交換器を、前記再生空気流に配置することにより、前記直接膨張冷却凝縮器及び前記温
かい水性／液体クーラントの両方からの熱を前記再生空気流に供給する工程と、を含む、
請求項１３又は１４に記載の方法。
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【請求項１８】
　加熱負荷を冷却するために使用され、かつ循環供給される水性／液体冷却クーラントを
含む水性／液体冷却システムに使用される供給／処理空気流を除湿する方法であって、前
記方法は、デシカント材料を用いて水分を供給／処理空気流から除去する工程と、蒸発熱
交換器及び凝縮器を含む直接膨張冷却システムを用いる工程と、前記凝縮器を前記デシカ
ント材料に供給される再生空気流に配置して、前記再生空気流を加熱する工程と；水性／
液体冷却クーラントを前記水性／液体冷却システムから、前記供給／処理空気流に配置さ
れる熱交換器に供給して、前記供給／処理空気流を、該供給／処理空気流が前記デシカン
ト材料に流入する手前冷却する工程と、次に、前記水性／液体クーラントを前記熱交換器
から、前記直接膨張冷却システムの前記蒸発熱交換器に供給する工程と、次に、前記水性
／液体クーラントを再循環配管に供給することにより、前記直接膨張冷却システムがより
高い温度を前記凝縮器に発生させるようになる工程と、を含む、方法。
【請求項１９】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器を、前記供給／処
理空気流がデシカント材料に流入する手前の位置の前記供給／処理空気流に配置する工程
を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記直接膨張冷却手段の前記蒸発熱交換器に接続される前記熱交換器を、前記供給／処
理空気流が前記デシカント材料から流出した後の位置の前記供給／処理空気流に配置する
工程を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記デシカント材料を用いる前記工程は、回転可能なデシカントホイールを用いる工程
を含む、請求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項２２】
　第１及び第２熱交換器セクションを持つ前記熱交換器を前記供給／処理空気流に配設す
る工程と、水性／液体冷却クーラントの第１部分を、前記水性／液体クーラント配管から
前記第１熱交換器セクションに供給して前記供給／処理空気流を冷却する工程と、次に、
前記水性／液体冷却クーラントの当該第１部分を戻し配管に供給する工程と、前記水性／
液体冷却クーラントの第２部分を、前記水性／液体クーラント配管から前記直接膨張冷却
手段の前記蒸発熱交換器に供給して、前記水性／液体冷却クーラントの前記第２部分を更
に冷却するする工程と、次に更に冷却した前記第２部分を、前記供給／処理空気流に配設
される前記第２熱交換器セクションに供給して、前記供給／処理空気流を更に冷却するす
る工程と、次に、当該第２部分を再循環配管に供給する工程と、を含む、請求項１３又は
１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１０年１１月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／４１６，０５
３号の優先権の利益を主張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、冷却能力を高めたデシカント除湿システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　除湿システムは、空気を空間に導入する前に空気を冷却して所望の絶対湿度範囲に制御
する湿度制御手段として長年に亘って使用されてきた水冷式冷却システムを有する。この
ようなシステムは、供給空気温度を上昇させて、空間が冷え過ぎないようにするために熱
源が必要になるので、極めて多量のエネルギーを消費する。多くの改良が、空気が冷却コ
イルで冷却される前に、空気の熱のかなりの部分を捕捉する熱伝達手段を使用する操作を
含むこの基本サイクルに加えられている。従って、このようなシステムは当該熱を利用し
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て、供給／処理空気を、当該空気が冷却コイルから出て行った後に部分的に、または全て
再加熱する。これらの装置は、空気の温度を冷却コイルの手前でこのようにして低下させ
ると、再加熱の必要性が低くなるだけでなく、冷却する必要性も僅かに低くなるという更
に別の利点を有する。熱伝達は通常、これらの先行技術によるシステムにおいて、プレー
ト熱交換器、ヒートパイプ、または閉ループ系コイル間水冷式システムを利用して行なわ
れている。
【０００４】
　冷却手段及び乾燥手段の両方を含むハイブリッド型除湿システムも利用されてこれらの
機能を実現してきた。このようなシステムは、冷却手段を利用して空気流を冷却して所望
の温度範囲に制御する、または空気流のエンタルピーを減少させて所望の温度範囲に制御
し、そして乾燥手段を利用して水分含量を減少させる。これらのシステムは、種類が豊富
であり、そして冷却手段の全ての方式を含む。加熱手段は、これまで高位熱を利用してデ
シカントを再生させてきたが、デシカントの知識が益々深まるに従って、これらの加熱手
段は、冷媒直接膨張凝縮システムからの低位排熱をデシカント再生手段として、または周
囲の低相対湿度空気さえもデシカント再生手段として利用してきた。
【０００５】
　最新のハイブリッド型除湿システムでは、直接膨張冷却システムを用いて、空間に供給
される空気を冷却し、そしてデシカントを再生させる空気流に向かう熱を遮蔽する。この
ようなシステムの例は、Ｄｉｎｎａｇｅらによる特許文献１；特許文献２；及び特許文献
３に記載されている。これらのシステムは、デシカントホイールの効率の利点を活用して
、乾燥手段の手前で処理される供給空気の熱を再生空気流に伝達することにより、湿気を
更に効率的に飽和するまで吸収する。Ｃａｌｔｏｎらによる特許文献４には、出て行くよ
り高温の乾燥処理／供給空気流の熱を再活性化空気流に伝達して、乾燥効率は低下するが
、蒸気圧縮サイクル効率を高めることができることが開示されている。
【０００６】
　特許文献５に開示されるＢａｃｋｍａｎシステムは、デシカントシステムを主冷却シス
テムに一体化して、一次集中水冷式冷媒をハイブリッド型システムの唯一の冷却源として
利用し、そして当該集中システムからの熱を、デシカントホイールの唯一の熱再生手段と
して遮蔽することさえ行なっている。
【０００７】
　上に説明した種類のハイブリッド型除湿システムの主要な不具合のうちの１つの不具合
は、サイクルの効率が、熱源（供給／処理空気）とヒートシンク（再生空気）との温度差
が大きいことにより低く抑えられることである。当該大きな温度差が、蒸気圧縮サイクル
効率を悪化させるように作用する。Ｂａｃｋｍａｎシステムでは、冷却システムの高温側
と低温側との温度差が低く抑えられると、乾燥能力が低く抑えられてしまう。日本国公報
、特許文献６、及び他の特許明細書では、この温度差を、デシカントホイールから出て行
く高温空気に蒸発器を配設することにより小さく抑えようとする試みが為されてきた。し
かしながら、デシカントサイクルは、デシカントに流通させる空気が飽和する状態で最も
良好に作用するので、効率は、この手法を用いる場合には、デシカント側で悪化する。
【０００８】
　冷却水システムは、大気湿球温度に近い温度になっている冷却塔に向かう当該システム
の熱を遮蔽することができるので、大きいエネルギー変換効率を有するものとして知られ
ている。従って、冷却水システムの設計上のエネルギー負荷量（数十トンの冷却負荷量）
は、当該冷却水システムがハイブリッド型システムよりも多量のエネルギーを使用するこ
とを示しているが、これらの別のシステムの間の実際のエネルギー差は、電気使用量（Ｋ
ＷＨ（キロワット時）で測定される電力量）で見たときに、予測される値よりも、冷却シ
ステムがハイブリッド型システムよりも変換効率が高いので小さくなり得る。しかしなが
ら、それでもハイブリッド型システムは、全体的に変換効率が高い状態を維持している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】米国特許第６，５５７，３６５号明細書
【特許文献２】米国特許第６，７１１，９０７号明細書
【特許文献３】米国特許第７，０４７，７５１号明細書
【特許文献４】米国特許第５，５６４，２８１号明細書
【特許文献５】米国特許第６，３３１，５５７号明細書
【特許文献６】米国特許第５，９３１，０１６号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、１つの手段を開示し、当該手段により、変換効率を有する冷却システムをハ
イブリッド型デシカント除湿システムと、冷却機のエネルギー変換効率特性を向上させ、
そしてハイブリッド型デシカント除湿システムのエネルギー需要を、当該システムの運転
安定性を低負荷時に高めながら低下させるように組み合わせることができる。
【００１１】
　本発明のこれらの態様、及び他の態様に関するより深い理解は、本発明の好適な実施形
態が例示され、そして記載されている図面及び添付の説明を参照することにより得られる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明によるシステムに用いることができる従来の冷却水／液体冷却システムの
模式図である。
【図２】図１のシステムの集中型の水性／液体冷却媒体を用いる本発明の１つの実施形態
の模式図であり、この場合、直接膨張冷却システムを用いて、処理空気流及び再生空気流
をデシカント除湿システムにおいて処理する。
【図３】本発明の別の実施形態の模式図である。
【図４】本発明の更に別の実施形態の模式図である。
【図５】本発明の更に別の実施形態の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、図面を詳細に参照し、そしてまず、図１を参照するに、従来の集中型の冷却設備
システム１００が開示され、この冷却システム１００は、水性／液体クーラント部１０２
と、集中型の冷却設備１０４と、そして冷却塔１０６と、を、当該設備の「高温側」と表
記される構造物に含む。当該設備の低温側１０８では、ポンプ１１０は、水またはグリコ
ール冷媒のような低温水性液体を、１つ以上の熱交換器に、または冷却負荷に流し、そし
て当該クーラントを集中型の設備に戻し、この場合、当該冷却設備は、熱を大気に直接、
または第２温水ループ配管または第２高温水ループ配管を介して伝達し、このループ配管
は、例えば冷却塔１０６により冷却される。当該設備の低温側の冷却負荷は、図面の文字
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，及び．．．によって特定される。
【００１４】
　図１に示す実施形態では、高温側１０２のクーラントは、熱を冷却機１０４の低温側の
クーラントから除熱し、そしてポンプ１１２は、高温側のクーラントを冷却機から冷却塔
１０６に送り出し、この冷却塔１０６では、当該クーラントが冷却され、そして冷却機に
従来方法により戻される。別の構成として、冷却機１０４からのクーラントは、この技術
分野の当業者であれば理解することができることであるが、塔を経て冷却される以外の方
法で冷却される空気とすることができる。
【００１５】
　図２は、図１の冷却設備に関連する直接膨張冷却システム及びデシカントホイール装置
を使用する様子を示している。図１から分かるように、当該設備の低温側のクーラント供
給配管５ａは、冷却クーラントを、熱交換器または加熱負荷Ａ～Ｄなどを含む種々の機器
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に供給する。これらの構成要素のうちの１つの構成要素は熱交換器Ａとすることができ、
この熱交換器Ａは、直接膨張冷却システム１２０の一部であり、この冷却システム１２０
は、コンプレッサ８と、冷却配管９と、熱交換器２と、そして膨張弁６と、から成る。
【００１６】
　コンプレッサ８は、配管９の冷媒を圧縮し、この冷媒は、これらの図面の配管群の矢印
の方向に流れる。次に、圧縮され、かつ加熱された冷媒は、熱交換器２を通過し、そして
熱を供給再生空気流７ａに渡して、当該空気流を、回転しているデシカントホイール３の
再生ホイール部分に当該空気流が流入する前に加熱する。加熱された再生空気流７ｂは、
デシカントの水分含有量を減らし、そして次に、排出流７ｃとして放出される。冷媒は、
熱交換器２から膨張弁６を通って流れ、この場合、当該冷媒の圧力及び温度が低下する。
次に、膨張した冷媒は、熱交換器Ａ（通常、チューブ式熱交換器のプレートまたはチュー
ブ）内で蒸発し、そして熱を冷却液ループ配管から吸収する。次に、この時点で更に冷却
されている冷却配管５ａからの液体クーラントは、別の熱交換器４を通過して、除湿対象
の処理／供給空気流１０ａを冷却し、そして次に、クーラント戻し配管５ｃに供給される
。熱交換器または冷却水コイル４が、図１のデシカントホイール３の上流に配設されるも
のとして図示されているが、熱交換器または冷却水コイル４を当該ホイールの下流に配設
して、処理／供給空気を、当該空気が再生デシカントを通過した後に冷却するようにして
もよい。
【００１７】
　従って、直接（ＤＸ）冷却システムの蒸発器と凝縮器との温度差を最小限に抑えて、Ｄ
Ｘ変換効率を向上させようとするのではなく、処理空気を冷却する作業の殆どが、高い変
換効率の冷却機により行なわれるので、本発明に従って使用されるＤＸシステムのサイズ
を最小限に抑えることができることが理解できるであろう。従って、変換効率がより低い
ＤＸシステムは、システム変換効率全体の中で果たす役割は低い。
【００１８】
　除湿性能を最大限に高める必要がある通常の環境では、蒸発型熱交換器Ａを、図２に示
すように、冷却コイル４の手前の冷却水ループ配管に配設することにより、水性クーラン
トは、当該クーラントが処理空気１０に混入する前により低い温度に冷却される。これに
より、除湿効果を、冷却による高いＣＯＰ（エネルギー消費効率）除湿プロセスを利用し
て最大限に高めることができ、そして水冷却手段が当該手段自体で実現する露点よりも低
い露点を実現することができる。
【００１９】
　しかしながら、デシカントサイクルは多くの目的、及び従属変数を有するので、上記構
成の代わりに、より高い温度を利用して、デシカントホイールロータを再生するように選
択を行なうことができる。この手法により、低露点を実現することもできるが、デシカン
トから出て行く空気の温度は、潜熱から顕熱への変換が乾燥手段によってより多く行なわ
れているので、より高い温度になる。これは、例えばホイールからの乾燥空気が空調に利
用されず、乾燥プロセスに使用される事例である。本発明のこの実施形態を図３に示し、
この実施形態では、蒸発器Ａは、配管５ａからのクーラントを、当該クーラントが冷却水
コイル４を通過した後に、そして当該クーラントが次に、戻し配管５ｃに達するクーラン
トに供給される前に流入させるように配置される。この機構により、蒸発器Ａと凝縮器４
との温度差が、図１の実施形態よりも小さくなるので、ＤＸシステムのＣＯＰを向上させ
、そしてより低い露点を実現するために必要なより高い再生温度を確保する当該システム
の能力を高めることができる。この実施形態における全ての他の構成要素には、図２の実
施形態の対応する構成要素と同じ参照番号が付されている。
【００２０】
　図４は、本発明の好適な実施形態を表わしている。このシステムでは、蒸発器Ａは、冷
却水コイル４に達する水性クーラントの全てを処理する訳ではない。そうではなく、コイ
ル４は、図示のように、所謂「ｌｅａｄ－ｌａｇ（リードラグ）」機構となるように構成
され、この場合、配管５ａからの水の一部が、前方冷却コイル４’に流入し、そして一部
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は、蒸発器Ａに直接送り込まれて、後方冷却コイル４”に送り込まれ、そして次に、配管
５ｃに戻される前に冷却を行なう。その結果、水がコイルを出て行く前の処理／供給空気
１０ａと接触するコイル４内の水の温度は、ＤＸシステムのサイズを増大させることなく
、更に一層低くすることができる。当該システムに対する制御はまた、コイルの「前方及
び後方」部分のそれぞれの部分が個別に制御されて、プロセス制御（前方コイルを介して
行なわれるのが好ましい）を、ＤＸシステムの安定性から相当程度切り離すことができる
ので簡易化される。この手法は、より低い露点、及び供給温度が望ましい場合に適してい
る、または冷却水ループ配管が集中型の冷却ＣＯＰ（エネルギー消費効率）を更に向上さ
せるために益々高い頻度で設計されているように、当該冷却水ループ配管が高温の設定温
度に達するように設計される場合に適している。このような設計設定温度は、水温が、顕
熱冷却のみを行なうように設計される最高変換効率システムに利用され、そしてシステム
の潜熱冷却能力を高めたハイブリッド型除湿システムは、潜熱負荷を処理し、所望の空間
露点と設計ループ配管水温との潜熱負荷の差を最小になるように処理する。これは、従来
の冷水設定温度から外れており、この冷水設定温度は、空間内の最大露点を、十分な冷却
手段を設けて空気を除湿することにより確保するように設定される。
【００２１】
　これらの手法の全てにもたらされる更に別の利点は、再生用の熱を生成するために使用
されるＤＸ（直接膨張式）冷却システムが、主冷水ループ配管の補助冷却源として、除湿
が必要ではなくなったときに使用することができるので、部分冷却バックアップ用システ
ムとして機能することである。この手法によって、冷却が除湿プロセスに必要ではない場
合でも、熱を生成してデシカントを再生することもできる。
【００２２】
　図５は、図１の二点鎖線１２ａ，１２ｃで示すように、冷却塔の上流の集中型の冷却設
備供給配管に接続される凝縮コイル１１を使用して、ＤＸシステムの冷媒を凝縮させる本
発明の別の実施形態を示している。
【００２３】
　低品位高温水供給源を利用することができる、例えば凝縮水が塔に達する前に主冷却機
から放出される凝縮水を利用することができる状況では、このような熱を利用して、ＤＸ
システムのサイズを、ＤＸシステムからの当該熱を高温水供給源に加えて、当該高温水供
給源の温度を、良好なデシカント再生に必要な温度にまで更に高くすることにより一層小
さくすることができる。これは、図２～４に示す蒸発器構成の何れかの蒸発器構成と連携
して機能するように行なうこともできる。従って、図２の実施形態の変形である図５から
分かるように、冷却設備からの高温水を、配管１２ａを経て凝縮コイル１１に供給して、
凝縮コイル１１を、コンプレッサ８から出て行くＤＸ冷媒で加熱する。次に、加熱水を、
配管１２ｂを経て空気加熱コイル２に供給して、熱を再生空気流７ａに加える。次に、当
該加熱水を、配管１２ｃを経て冷却設備循環ラインシステムに戻して、冷却塔で冷却する
。
【００２４】
　別の構成として、凝縮器１１は、高温（排熱）水コイルの後ろに位置する空冷コイルと
することができ、この高温（排熱）水コイルは、略均一な流入口温度を凝縮コイルに与え
ることにより、ＤＸシステムを安定させ、そして当該ＤＸシステムの構造を簡易化するこ
とができる。
【００２５】
　図示のこれらの例では、記載され、かつ図示される乾燥手段はデシカントホイールであ
るが、液体デシカントを含む他のデシカント用フォームファクタを用いてもよい。
【００２６】
　上に説明した実施形態は、本発明の好適な実施形態を表わしており、例示のためにのみ
提供される。これらの実施形態は、本発明の範囲を限定するものではない。特定の構成、
構造、状態などを示し、そして記載してきたが、このような構成、構造、状態などは限定
的ではない。変形及び変更は、本発明の範囲内で想定され、本発明の範囲は、添付の請求
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【符号の説明】
【００２７】
　　２　　熱交換器
　　３　　デシカントホイール
　　４　　別の熱交換器、冷却コイル、冷却水コイル、凝縮器
　　４’　　前方冷却コイル
　　４’’　　後方冷却コイル
　　５ａ　　冷却配管
　　５ｃ　　クーラント戻し配管
　　６　　膨張弁
　　７ａ　　供給再生空気流
　　７ｂ　　再生空気流
　　７ｃ　　排出流
　　８　　コンプレッサ
　　９　　冷却配管
　　１０　　処理空気
　　１０ａ　　処理／供給空気流
　　１１　　凝縮コイル、凝縮器
　　１２ａ、１２ｃ　　二点鎖線
　　１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　　配管
　　１００　　集中型の冷却設備システム
　　１０２　　水性／液体クーラント部、高温側
　　１０４　　集中型の冷却設備、冷却機
　　１０６　　冷却塔
　　１０８　　低温側
　　１１０，１１２　　ポンプ
　　１２０　　直接膨張冷却システム
　　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ　　冷却負荷、加熱負荷
　　Ａ　　熱交換器
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