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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
長尺状に形成されて吸着物質を吸着可能及び脱離可能な複数枚の吸着板を有し、これらの
吸着板が面と面とを対向させてそれらの面と面との間に通風可能な隙間をもって連結され
た吸着板ユニットと、
前記吸着板ユニットを前記吸着板の長手方向に沿う中心線回りに回転可能に保持し、保持
した前記吸着板ユニットにおける一部の前記吸着板の長手方向に沿った方向の外周部を覆
う第１カバー部と、保持した前記吸着板ユニットにおける他の一部の前記吸着板の長手方
向の両端部を覆う第２カバー部とを有する保持体と、
を備え、
前記第１カバー部と一部の前記吸着板とに囲まれて前記吸着板の長手方向に空気が通風可
能な第１空気通路と、前記第２カバー部と他の一部の前記吸着板とに囲まれて前記吸着板
の長手方向と直交する方向に空気が通風可能な第２空気通路とを有することを特徴とする
吸着体。
【請求項２】
室内の空気が吸い込まれる吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す吹
出口とが形成され、室内に設置される本体と、
吸着物質として水分を対象とし、前記本体内に設置される請求項１記載の吸着体と、
前記吸着体の前記吸着板ユニットを中心線回りに回転させる駆動部と、
前記本体内に設置され、この本体内に空気を吸い込んで吸い込んだ空気を前記第１空気通



(2) JP 5007098 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

路内を通風させた後に室外に排気する室外排気用ファンと、
前記本体内に前記吸着体の長手方向と平行に設置され、室内の空気を前記吸込口から前記
本体内に吸い込んで吸い込んだ空気を前記第２空気通路内を通風させた後に前記吹出口か
ら室内に吹き出させる横流ファンと、
前記本体内に設置され、前記第１空気通路内に位置する前記吸着板と前記第２空気通路内
に位置する前記吸着板との少なくとも一方を加熱する加熱手段と、
を備えることを特徴とする調湿装置。
【請求項３】
室内の空気が吸い込まれる吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す吹
出口とが形成され、室内に設置される室内機本体と、
前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸い込まれて前記吹出口から吹き出す空気
を加熱する熱交換器と、
吸着物質として水分を対象とし、前記室内機本体内に設置される請求項１記載の吸着体と
、
前記吸着体の前記吸着板ユニットを中心線回りに回転させる駆動部と、
前記室内機本体内に設置され、この室内機本体内に空気を吸い込んで吸い込んだ空気を前
記吸着体の前記第１空気通路内を通風させた後に室外に排気させる室外排気用ファンと、
前記室内機本体内に前記吸着体の長手方向と平行に設置され、室内の空気を前記吸込口か
ら前記室内機本体内に吸い込んで吸い込んだ空気を前記第２空気通路内を通風させた後に
前記吹出口から室内に吹き出させる横流ファンとを備え、
前記第２空気通路内に位置する前記吸着板を前記熱交換器を通過して加熱された空気によ
って加熱することで、水分を室内に脱離させることを特徴とする空気調和機の室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気中の水分等を吸着可能及び脱離可能な吸着体、この吸着体を用いた調湿
装置及び空気調和機の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、下記特許文献１、２に記載されているように、空気中の水分を吸着可能及び脱
離可能な吸着体を用いて加湿や除湿を行う調湿装置が知られている。
【０００３】
　これらの調湿装置において使用されている吸着体は、通風可能な複数の空気通路を有す
る形状、例えば、ハニカム形状に形成され、水分を含む空気が空気通路に通風されること
により、空気中の水分が吸着体に吸着される。一方、加熱された空気が空気通路に通風さ
れて吸着体が加熱されることにより、吸着体に吸着されている水分が吸着体から脱離され
る。
【０００４】
　したがって、吸着体から脱離された水分を含む空気が室内に送風することにより、室内
の加湿が行われる。一方、室内の空気中に含まれる水分を吸着体に吸着させ、吸着体に吸
着された水分を室外に放出することにより、室内の除湿が行われる。
【特許文献１】特許第３１３２９４０号公報
【特許文献２】特許第３２５４３８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した吸着体においては、以下の点について配慮がなされていない。
【０００６】
　上述した吸着体は、水分を吸着させ、又は、水分を脱離させるための空気が通風される
空気通路が同一方向に形成されている。
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【０００７】
　そして、吸着体に水分を吸着させるための空気の通風方向と、吸着体から水分を脱離さ
せるための空気の通風方向とが、空気通路に沿って逆方向に設定されている。
【０００８】
　このため、これら吸着体に対して送風する送風機としては、遠心形の送風機が適してお
り、これらの吸着体を調湿装置や空気調和機の室内機において使用した場合、水分を含む
空気を室内に吹き出させるために横長形状の横流ファンを使用することは困難である。し
たがって、吸着体から脱離された水分を含む空気を横流ファンを用いて室内全体に均等に
吹き出させることは難しく、室内の加湿状態が均等にならない。
【０００９】
　また、特許文献２に記載された吸着体においては、吸着性能を高めて加湿性能を高める
ためには、吸着体の直径を大きくして吸着体の表面積を大きくする必要がある。しかし、
吸着体の直径が大きくなると、それに伴って室内機の外形寸法、特に、吸着体の回転中心
と直交する方向の幅寸法が大きくなる。
【００１０】
　空気調和機の室内機は、室内の壁面などに取付けられる構造であり、壁面からの張出し
寸法を抑えたいという要望が大きい。このため、吸着体の直径を大きくして加湿性能を高
めることに関して制限を受けている。
【００１１】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、吸着体の表面積
を増大させて水分の吸着性能を高めることができ、及び、この吸着体を調湿装置や空気調
和機の室内機内に設置した場合、加湿された空気や除湿された空気の吹き出しを横流ファ
ンを用いて室内全域に幅広く行うことができる吸着体、調湿装置及び空気調和機の室内機
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の実施の形態に係る第１の特徴は、吸着体において、長尺状に形成されて吸着物質
を吸着可能及び脱離可能な複数枚の吸着板を有し、これらの吸着板が面と面とを対向させ
てそれらの面と面との間に通風可能な隙間をもって連結された吸着板ユニットと、前記吸
着板ユニットを前記吸着板の長手方向に沿う中心線回りに回転可能に保持し、保持した前
記吸着板ユニットにおける一部の前記吸着板の長手方向に沿った方向の外周部を覆う第１
カバー部と、保持した前記吸着板ユニットにおける他の一部の前記吸着板の長手方向の両
端部を覆う第２カバー部とを有する保持体と、を備え、前記第１カバー部と一部の前記吸
着板とに囲まれて前記吸着板の長手方向に空気が通風可能な第１空気通路と、前記第２カ
バー部と他の一部の前記吸着板とに囲まれて前記吸着板の長手方向と直交する方向に空気
が通風可能な第２空気通路とを有することである。
【００１４】
本発明の実施の形態に係る第２の特徴は、調湿装置において、室内の空気が吸い込まれる
吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す吹出口とが形成され、室内に
設置される本体と、吸着物質として水分を対象とし、前記本体内に設置される請求項１記
載の吸着体と、前記吸着体の前記吸着板ユニットを中心線回りに回転させる駆動部と、前
記本体内に設置され、この本体内に空気を吸い込んで吸い込んだ空気を前記第１空気通路
内を通風させた後に室外に排気する室外排気用ファンと、前記本体内に前記吸着体の長手
方向と平行に設置され、室内の空気を前記吸込口から前記本体内に吸い込んで吸い込んだ
空気を前記第２空気通路内を通風させた後に前記吹出口から室内に吹き出させる横流ファ
ンと、前記本体内に設置され、前記第１空気通路内に位置する前記吸着板と前記第２空気
通路内に位置する前記吸着板との少なくとも一方を加熱する加熱手段と、を備えることで
ある。
【００１５】
本発明の実施の形態に係る第３の特徴は、空気調和機の室内機において、室内の空気が吸
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い込まれる吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す吹出口とが形成さ
れ、室内に設置される室内機本体と、前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸い
込まれて前記吹出口から吹き出す空気を加熱する熱交換器と、吸着物質として水分を対象
とし、前記室内機本体内に設置される請求項１記載の吸着体と、前記吸着体の前記吸着板
ユニットを中心線回りに回転させる駆動部と、前記室内機本体内に設置され、この室内機
本体内に空気を吸い込んで吸い込んだ空気を前記吸着体の前記第１空気通路内を通風させ
た後に室外に排気させる室外排気用ファンと、前記室内機本体内に前記吸着体の長手方向
と平行に設置され、室内の空気を前記吸込口から前記室内機本体内に吸い込んで吸い込ん
だ空気を前記第２空気通路内を通風させた後に前記吹出口から室内に吹き出させる横流フ
ァンとを備え、前記第２空気通路内に位置する前記吸着板を前記熱交換器を通過して加熱
された空気によって加熱することで、水分を室内に脱離させることである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、スペース効率の良い吸着体、調湿装置、空気調和機の室内機を得るこ
とができる。すなわち、吸着体の表面積を増大させて吸着性能を高めることができる。ま
た、この吸着体を調湿装置や空気調和機の室内機内に設置した場合、調湿装置や室内機の
外径寸法を大きくすることなく設置することができ、横長形状の横流ファンによる通風を
効果的に用いて効率良く加湿及びまたは除湿を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
【００２１】
　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る調湿装置１は、冬季などに室内湿度が低い時に行なわ
れる室内の加湿と、梅雨時などに行なわれる除湿の両方を可能とした装置である。まず、
図３及び図４に示すように、室内と室外とを仕切る壁２の内側面に取付けられる本体３を
有し、本体３の前面部には本体３の横幅方向に沿って複数の吸込口４が形成されている。
本体３の下部には、本体３の横幅方向に沿って複数の吹出口５が形成されている。本体３
は、その背面に図示しない取付け板を備え、室内の壁面に取付け板を介して取り付けられ
る。
【００２２】
　本体３内には、吸着体６と、エアフィルタ７と、遠心形の室外排気用ファン８と、横流
ファン９と、加熱手段であるヒータ１０、１１と、制御器１２とが設置されている。
【００２３】
　図１に示す吸着体６は、図２に示すように、吸着板ユニット１３と保持体１４とにより
形成されている。
【００２４】
　吸着板ユニット１３は、長尺の板状（長方形状）に形成されて水分や臭い成分等の吸着
物質を吸着可能及び脱離可能な複数枚の吸着板１５を有し、これらの吸着板１５が面と面
とを対向させてそれらの面と面との間に通風可能な隙間をもって連結されている。より具
体的には、吸着板１５は、紙などを素材とする基板の表面にゼオライト等の吸着材粒子を
塗布することにより形成されている。吸着材は、低温（室温）で水分等の吸着物質を吸着
し、高温になると吸着した水分等の吸着物質を脱離する。
【００２５】
　複数枚の吸着板１５の連結は、吸着板１５の長手方向の両端をリング状枠１６で固定す
ることにより行われ、吸着板ユニット１３の外形形状は円柱状とされている。
【００２６】
　リング状枠１６には、吸着板１５と平行に伸び、リング状枠１６の直径方向に固定され
た仕切板１６ａが設けられている。仕切板１６ａの側面中央部には、吸着板１５の長手方
向に沿って吸着板１５から離反する方向である外側向きに延びた回転軸１６ｂが固定され
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ている。仕切板１６ａは、吸着板１５と同様にリング状枠１６の一端から他端にわたり、
吸着板１５を２つのグループに２分割すると共に、吸着板ユニット１３の補強も兼ねてい
る。
【００２７】
　保持体１４は、吸着板ユニット１３を回転軸１６ｂの中心線回りに回転可能に保持して
いる。保持体１４は、保持する吸着板ユニット１３における一部の吸着板１５の長手方向
に沿った方向の外周部を気密に覆う第１カバー部１７と、保持する吸着板ユニット１３に
おける他の一部の吸着板１５の長手方向の両端部を気密に覆う一対の第２カバー部１８と
を有している。第１カバー部１７は、吸着板ユニット１３の周方向の約１８０°の範囲を
覆う形に形成されている。第２カバー部１８は、半円状に形成されている。第２カバー部
１８には、回転軸１６ｂが回転可能に軸支される支持穴１９が形成されている。
【００２８】
　吸着体６には、空気が通風可能な第１空気通路２０と第２空気通路２１とが形成されて
いる。第１空気通路２０は、第１カバー部１７と一部の吸着板１５とに囲まれて形成され
、各吸着板１５の間を長手方向（図１中Ａ方向）に空気が通風可能とされている。第２空
気通路２１は、一対の第２カバー部１８と他の一部の吸着板１５とに囲まれて形成され、
各吸着板１５の間を吸着板１５の長手方向と直交する方向（図１中Ｂ方向）に空気が通風
可能とされている。なお、第１通路２０と第２空気通路２１の間に仕切板１６ａが位置す
るようにして、空気が第１通路２０と第２空気通路２１の間を行き来することがないよう
にしている。
【００２９】
　図３に示すように吸着体６が本体３内に設置された場合、図示しない保持機構により保
持体１４が位置固定に保持され、吸着板ユニット１３の回転軸１６ｂには吸着板ユニット
１３を中心線回りに回転駆動させる駆動部であるモータ２２が複数のギアを噛み合わせた
減速機構２３を介して連結されている。調湿装置１には、本体３を貫通して本体３の外部
に延び出し、調湿装置１を壁２に取付けた場合に壁２を貫通して室外に延び出す吸気用パ
イプ２４と排気用パイプ２５とが設けられている。吸気用パイプ２４における本体３内に
位置する端部は、吸着体６の第１空気通路２０の一端側の入口２０Ａに接続されている。
さらに、排気用パイプ２５における本体３内に位置する端部は、第１空気通路２０の他端
側の出口２０Ｂに接続されている。
【００３０】
　エアフィルタ７は、吸込口４と吸着体６との間に配置され、通風可能なメッシュ状に形
成されている。吸込口４から本体３内に吸い込まれる空気中に埃が含まれている場合、こ
の空気がエアフィルタ７を通過する過程で埃がエアフィルタ７により捕集される。
【００３１】
　室外排気用ファン８は、排気用パイプ２５内に設置され、室外排気用ファン８にはこの
室外排気用ファン８を回転駆動させるモータ２６が連結されている。室外排気用ファン８
が駆動されることにより、室外の空気が吸気用パイプ２４から吸い込まれ、吸い込まれた
空気が吸着体６の第１空気通路２０内を図１に示す矢印Ａ方向に流通し、排気用パイプ２
５を通って室外に排気される。
【００３２】
　横流ファン９は、円柱長尺形状に形成された貫流送風機であり、本体３内で吸着体６の
長手方向と平行に設置されている。さらに、調湿装置１が壁２に取付けられた場合、本体
３内に設置された横流ファン９は、横流ファン９の長手方向が壁２と平行であって水平な
方向に向けられている。横流ファン９の軸の一端には、横流ファン９を回転駆動させるモ
ータ２７が連結されている。横流ファン９の他端側の軸は室外排気用ファン８のモータ２
６と隣接して軸受けが設けられている。すなわち横流ファン９と室外排気用ファン８の軸
は略一致した位置に配置され、騒音・振動を低減している。横流ファン９が駆動されるこ
とにより、室内の空気が吸込口４から本体３内に吸い込まれ、吸い込まれた空気が第２空
気通路２１内を図１に示す矢印Ｂ方向に流通し、第２空気通路２１内を通過した空気が吹
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出口５から室内に吹き出す。
【００３３】
　ヒータ１０、１１のうち、一方のヒータ１０は室内の加湿用に用いられ、他方のヒータ
１１は室内の除湿用に用いられる。これらのヒータ１０、１１は、オン状態とオフ状態と
に切替可能に設けられ、オン状態に切替えられることにより通電されて発熱する。加湿用
のヒータ１０は、吸込口４と吸着体６との間に配置され、加湿運転時にオン状態に切替え
られて発熱することにより、吸込口４から吸い込まれて第２空気通路２１内を通風される
空気が加熱される。一方、除湿用のヒータ１１は吸気用パイプ２４内に設置され、除湿運
転時にオン状態に切替えられて発熱することにより、室外から吸気されて第１空気通路２
０内を通風される空気が加熱される。
【００３４】
　制御器１２は、プログラムされたマイコン及びその周辺機器からなる。制御器１２は、
本体３内に収納され、本体３内の制御対象物の制御を行う。制御器１２には、図５に示す
ように、吸着板ユニット１３を回転駆動させるモータ２２と、室外排気用ファン８を回転
駆動させるモータ２６と、横流ファン９を回転駆動させるモータ２７と、ヒータ１０、１
１と、調湿装置１の運転状態を操作するリモコン２８からの赤外線信号を受光する受光部
２９とが接続されている。
【００３５】
　調湿装置１の運転制御について、図６のフローチャートに基づいて説明する。制御器１
２は、リモコン２８から加湿運転の開始信号が入力されたか否か（Ｓ１）、及び、除湿運
転の開始信号が入力されたか否か（Ｓ２）を監視する。
【００３６】
　加湿運転の開始信号が入力された場合には（Ｓ１のＹＥＳ）、制御器１２に内蔵されて
いるタイマのカウントがスタートされ（Ｓ３）、横流ファン９が駆動され（Ｓ４）、室外
排気用ファン８が駆動され（Ｓ５）、加湿用のヒータ１０に通電される（Ｓ６）。
【００３７】
　ここで、ステップＳ５において室外排気用ファン８が駆動されることにより、室外の空
気が吸気用パイプ２４から吸い込まれ、吸い込まれた空気が吸着体６の第１空気通路２０
内を通過した後に排気用パイプ２５から室外に排気される。室外の空気が第１空気通路２
０内を通風され、通風される空気が第１空気通路２０内に位置している各吸着板１５に当
たることにより、室外の空気中に含まれている水分が第１空気通路２０内の吸着板１５に
吸着される。
【００３８】
　同時に、ステップＳ４において横流ファン９が駆動されることにより、室内の空気が吸
込口４から本体３内に吸い込まれ、吸込口４から吸い込まれた空気が吸着体６の第２空気
通路２１を通過した後に吹出口５から室内に吹き出す。さらに、ステップＳ６において加
湿用のヒータ１０に通電されてヒータ１０から発熱されることにより、吸込口４から吸い
込まれた室内空気は、ヒータ１０により加熱された後に第２空気通路２１内を通過する。
このため、ヒータ１０により加熱された高温空気が第２空気通路２１内の吸着板１５に当
たることにより第２空気通路２１内の吸着板１５が加熱され、加熱された吸着板１５から
水分が脱離される。吸着板１５から脱離された水分は、横流ファン９の駆動により吹出口
５から吹き出す空気に含まれて室内に放出され、室内の加湿が行われる。
【００３９】
　その後、タイマのカウント時間“Ｔ”が、吸着板１５に水分を吸着させるために予め設
定されている設定時間“ｔｓ１”を経過したか否かが判断され（Ｓ７）、さらに、加湿運
転の終了信号が入力されたか否かが判断される（Ｓ８）。
【００４０】
　加湿運転の終了信号が入力される前に（Ｓ８のＮＯ）、タイマのカウント時間“Ｔ”が
設定時間“ｔｓ１”を経過した場合には（Ｓ７のＹＥＳ）、モータ２２が駆動されて吸着
板ユニット１３が１８０°回転され（Ｓ９）、タイマがリセットされ及び再スタートされ
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る（Ｓ１０）。
【００４１】
　ステップＳ９において吸着板ユニット１３が１８０°回転されることにより、回転前に
第１空気通路２０内に位置して室外の空気中に含まれる水分が吸着された吸着板１５が、
第２空気通路２１内に移動する。すなわち、回転後も仕切板１６ａは第１通路２０と第２
空気通路２１の間に位置し、第１通路２０と第２空気通路２１を仕切る。そして、第１空
気通路２０内から第２空気通路２１を形成する位置に移動した吸着板１５に対して、横流
ファン９の駆動により通風される空気であってヒータ１０により加熱された空気が当たり
、第２空気通路２１内に移動した吸着板１５から水分が脱離される。吸着板１５から脱離
された水分は、横流ファン９の駆動により吹出口５から吹き出す空気に含まれて室内に放
出され、室内の加湿が行われる。
【００４２】
　同時に、ステップＳ９において吸着板ユニット１３が１８０°回転されることにより、
回転前に第２空気通路２１内に位置してヒータ１０により加熱された空気によって水分が
脱離された吸着板１５が、第１空気通路２０内に移動する。そして、第２空気通路２１内
から第１空気通路２０内に移動した吸着板１５に対して、室外排気用ファン８の駆動によ
り通風される相対的に低温の室外の空気が当たり、第１空気通路２０内に位置する吸着板
１５に室外の空気中に含まれる水分が吸着される。
【００４３】
　ステップＳ１０においてタイマが再スタートされてから、タイマのカウント時間“Ｔ”
が設定時間“ｔｓ１”を経過したか否かと（Ｓ７）、加湿運転の終了信号が入力されたか
否かとが判断される（Ｓ８）。そして、加湿運転の終了信号が入力される前に（Ｓ８のＮ
Ｏ）、タイマのカウント時間“Ｔ”が設定時間“ｔｓ１”を経過した場合には（Ｓ７のＹ
ＥＳ）、モータ２２が駆動されて吸着板ユニット１３が再び１８０°回転される（Ｓ９）
。
【００４４】
　このようにして、吸着板ユニット１３が設定された設定時間“ｔｓ１”毎に１８０°回
転されることにより、室外の空気中の水分が吸着板１５に吸着され、吸着された水分が吸
着板１５から脱離され、吸着板１５から脱離された水分が室内に放出され、室内の加湿が
継続して行われる。
【００４５】
　使用者の操作によりリモコン２８から加湿運転の終了信号が入力された場合は（Ｓ８の
ＹＥＳ）、タイマがリセットされ（Ｓ１１）、横流ファン９の駆動が停止され（Ｓ１２）
、室外排気用ファン８の駆動が停止され（Ｓ１３）、加湿用のヒータ１０への通電が停止
され（Ｓ１４）、加湿運転が終了する。
【００４６】
　一方、除湿運転の開始信号が入力された場合には（Ｓ２のＹＥＳ）、制御器１２に内蔵
されているタイマのカウントがスタートされ（Ｓ１５）、横流ファン９が駆動され（Ｓ１
６）、室外排気用ファン８が駆動され（Ｓ１７）、除湿用のヒータ１１に通電される（Ｓ
１８）。
【００４７】
　ここで、ステップＳ１６において横流ファン９が駆動されることにより、室内の空気が
吸込口４から本体３内に吸い込まれ、吸込口４から吸い込まれた空気が吸着体６の第２空
気通路２１内を通過した後に吹出口５から室内に吹き出す。室内の空気が第２空気通路２
１内を通過することにより、室内の空気中に含まれている水分が第２空気通路２１内の吸
着板１５に吸着され、吹出口５から室内に吹き出す空気中の水分量が減少する。すなわち
、室内には湿度の低い乾燥空気が吹き出される。
【００４８】
　同時に、ステップＳ１７において室外排気用ファン８が駆動されることにより、室外の
空気が吸気用パイプ２４から吸い込まれ、吸い込まれた空気が吸着体６の第１空気通路２
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０内を通過した後に排気用パイプ２５内を通って室外に排気される。この際、ステップＳ
１８において除湿用のヒータ１１に通電されてヒータ１１から発熱されることにより、室
外から吸い込まれて第１空気通路２０を通過する空気が加熱される。このため、ヒータ１
１により加熱された高温空気が第１空気通路２０内の吸着板１５に当たり、この吸着板１
５が加熱され、この吸着板１５から水分が脱離される。吸着板１５から脱離された水分は
、排気用パイプ２５から室外に排気される空気中に含まれて運ばれ、室外に放出される。
【００４９】
　その後、タイマのカウント時間“Ｔ”が、吸着板１５から水分を脱離させるために予め
設定されている設定時間“ｔｓ２”を経過したか否かが判断され（Ｓ１９）、さらに、除
湿運転の終了信号が入力されたか否かが判断される（Ｓ２０）。
【００５０】
　除湿運転の終了信号が入力される前に（Ｓ２０のＮＯ）、タイマのカウント時間“Ｔ”
が設定時間“ｔｓ２”を経過した場合には（Ｓ１９のＹＥＳ）、モータ２２が駆動されて
吸着板ユニット１３が１８０°回転され（Ｓ２１）、タイマがリセットされ及び再スター
トされる（Ｓ２２）。
【００５１】
　ステップＳ２１において吸着板ユニット１３が１８０°回転されることにより、回転前
に第２空気通路２１内に位置して室内の空気中に含まれる水分が吸着された吸着板１５が
、第１空気通路２０内に移動する。そして、第２空気通路２１内から第１空気通路２０内
に移動した吸着板１５に対して、室外排気用ファン８の駆動により通風される空気であっ
てヒータ１１により加熱された空気が当たり、第１空気通路２０内に移動した吸着板１５
から水分が脱離される。吸着板１５から脱離された水分は、排気用パイプ２５から室外に
排気される空気中に含まれて運ばれ、室外に放出される。
【００５２】
　同時に、ステップＳ２１の回転により、回転前に第１空気通路２０内に位置してヒータ
１１により加熱された空気が当たり、水分が脱離された吸着板１５が、第２空気通路２１
内に移動する。そして、第１空気通路２０内から第２空気通路２１内に移動した吸着板１
５に対して、横流ファン９の駆動により通風される相対的に低温の室内空気が当たり、第
２空気通路２１内の吸着板１５に室内の空気中の水分が吸着される。
【００５３】
　タイマが再スタートされてから（Ｓ２２）、タイマのカウント時間“Ｔ”が設定時間“
ｔｓ２”を経過したか否かと（Ｓ１９）、脱離運転の終了信号が入力されたか否かとが判
断される（Ｓ２０）。そして、加湿運転の終了信号が入力される前に（Ｓ２０のＮＯ）、
タイマのカウント時間“Ｔ”が設定時間“ｔｓ２”を経過した場合には（Ｓ１９のＹＥＳ
）、モータ２２が駆動されて吸着板ユニット１３が再び１８０°回転される（Ｓ２１）。
【００５４】
　このようにして、吸着板ユニット１３が設定時間“ｔｓ２”毎に１８０°回転されるこ
とにより、室内の空気中の水分が吸着板１５に吸着され、吸着された水分が室外に放出さ
れ、室内の除湿が継続して行われる。
【００５５】
　除湿運転の終了信号が入力された場合は（Ｓ２０のＹＥＳ）、タイマがリセットされ（
Ｓ２３）、横流ファン９の駆動が停止され（Ｓ２４）、室外排気用ファン８の駆動が停止
され（Ｓ２５）、除湿用のヒータ１１への通電が停止され（Ｓ２６）、除湿運転が終了す
る。
【００５６】
　吸着のための最適な設定時間“ｔｓ１”と脱離のための最適な設定時間“ｔｓ２”との
関係は、横流ファン９や室外排気用ファン８の送風能力や空気中の水分含有量等により変
動するが、一般的には、吸着に要する時間は脱離に要する時間よりも長い。そこで、例え
ば、設定時間“ｔｓ１”を１０分、設定時間“ｔｓ２”を６分と設定することができるが
、結局のところ、除湿、加湿のいずれにおいても吸着板１５は吸着と脱離を同時に実施し
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ているため、この時間設定はそれほど問題ではなく、飽和した後も吸着または脱離させる
通風を継続しない程度の短い時間に設定することが肝心である。
【００５７】
　なお、吸着材として水分だけでなく、臭い成分等の吸着及び脱離を可能とすれば、調湿
装置１の除湿運転時には、室内の臭い成分が第２空気通路２１内の吸着板１５に吸着され
、吸着された臭い成分はヒータ１１により加熱された空気を第２空気通路２１内に通過さ
せることにより吸着板１５から脱離される。これにより、室内の除湿と共に、室内から臭
い成分を除去することができる。
【００５８】
　また、本実施の形態では、加湿運転の終了信号が入力された場合（Ｓ８のＹＥＳ）、及
び、除湿運転の終了信号が入力された場合（Ｓ２０のＹＥＳ）において、それらの終了信
号が入力された直後に横流ファン９の駆動を停止させ（Ｓ１２、Ｓ２４）、及び、室外排
気用ファン８の駆動を停止させている（Ｓ１３、Ｓ２５）。
【００５９】
　しかし、加湿運転時には、ヒータ１０への通電が停止された後の所定時間経過後（例え
ば、２分間経過後）に横流ファン９の駆動を停止させるようにしてもよく、除湿運転時に
は、ヒータ１１への通電が停止された後の所定時間経過後（例えば、２分間経過後）に室
外排気用ファン８の駆動を停止させるようにしてもよい。これにより、通電が停止された
ヒータ１０、１１に対して所定時間送風することができ、ヒータ１０、１１の冷却を促進
することができる。
【００６０】
　このような構成において、吸着体６が長尺状に形成され、この吸着体６が本体３内に横
流ファン９と平行な向きに設置されている。このため、本体３の外径寸法が大きくなるこ
との抑制と、吸着体６の表面積を増大させて水分等の吸着物質の吸着性能の向上とを図る
ことができる。これにより、調湿装置１を大型化することなく加湿性能や除湿性能の向上
を図ることができる。
【００６１】
　また、吸着体６には、吸着板１５の長手方向に空気が流れる第１空気通路２０と、吸着
板１５の長手方向と直交する方向に空気が流れる第２空気通路２１とが形成され、吸着板
ユニット１３を回転させることにより、個々の吸着板１５を第１空気通路２０内に位置す
る状態と第２空気通路２１内に位置する状態とに切替えることができる。このため、一方
の空気通路に水分を吸着するための空気を通風し、他方の空気通路に吸着された水分を脱
離させるための加熱された空気を通風し、吸着板ユニット１３を回転させることにより、
加湿運転又は除湿運転を連続して行うことができる。
【００６２】
　さらに、加湿運転時には、壁２と平行に配置されている横流ファン９を用いて、吸込口
４から幅広く室内空気を吸込むことができ、及び、吸着板１５から脱離された水分を含む
空気を吹出口５から室内全域に幅広く吹き出させることができるため、室内の加湿性能を
向上させることができる。また、除湿運転時には、壁２と平行に配置されている横流ファ
ン９を用いて、吸込口４から幅広く室内空気を吸込むことができ、及び、吸着板１５に水
分を吸着されて含有する水分が少なくなった空気を吹出口５から室内全域に幅広く吹き出
させることができるため、室内の除湿性能を向上させることができる。なお、本実施形態
の調湿装置は加湿と除湿の両方を可能としたが、いずれか一方のみの機能だけとしても良
い。さらには臭い除去のみの機能としても良い。これらの場合は、いずれかのヒータ１０
，１１が不要となる。また、各吸着板１５を平板で構成したが、吸着面積を大きくして、
除加湿性能を向上させるため、大きな通風抵抗とならない範囲で表面に細かい凹凸を設け
てもよい。
【００６３】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態に係る吸着体３０について、図７及び図８に基づいて説明す
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る。なお、第２の実施の形態及びこれ以降の実施の形態において、先行して説明した他の
実施の形態の構成要素と同じ構成要素には同じ符号を付け、重複する説明は省略する。
【００６４】
　吸着体３０は、図８に示すように、吸着板ユニット３１と保持体３２とにより形成され
ている。
【００６５】
　吸着板ユニット３１は、全体としては円筒形状で、その円筒形の軸３１ａを中心として
長尺の略正三角柱状に形成された仕切体３３と、長尺の板状（長方形状）に形成されて水
分や臭い成分等の吸着物質を吸着可能及び脱離可能な複数枚の吸着板１５とを有している
。複数枚の吸着板１５は、仕切体３３の中心線（軸３１ａ）に沿った３つの面上に各々平
行に配置され、これらの吸着板１５が面と面とを対向させてそれらの面と面との間に通風
可能な隙間をもって連結されている。これらの複数枚の吸着板１５は、軸３１ａから離れ
るにしたがって幅寸法が短くなって円筒形内に収まるようになっている。複数枚の吸着板
１５の連結は、吸着板１５の長手方向の両端をリング状枠１６で固定することにより行わ
れる。リング状枠１６は、三角柱状の仕切体３３の３つの頂点部に固定されている。仕切
体３３の中心線（軸３１ａ）上の両端部には、吸着板１５の長手方向に沿って吸着板１５
から離反する方向である外側向きに延びた回転軸３１ｂが固定されている。
【００６６】
　保持体３２の内径は、吸着板ユニット３１の外径よりもわずかに大きく形成される。保
持体３２は、その内部に吸着板ユニット３１を回転軸３１ｂを中心として回転可能に保持
する。保持体３２内への吸着板ユニット３１の組み込みは、保持体３２を長手方向に沿っ
て２分割構造とすることにより、又は、後述する第１カバー部１７ａと一方の第２カバー
部１８ａとの間を分割構造とすることにより行うことができる。保持体３２は、保持する
吸着板ユニット３１における一部の吸着板１５の長手方向に沿った方向の外周部を気密に
覆う第１カバー部１７ａと、保持する吸着板ユニット３１における他の一部の吸着板１５
の長手方向の両端部を気密に覆う一対の第２カバー部１８ａとを有している。第１カバー
部１７ａは、吸着板ユニット３１の周方向の約２４０°の範囲を覆う形に形成されている
。第２カバー部１８ａは、仕切体３３の１つの面上に配置される吸着板１５の端部と仕切
体３３の長手方向の端面とを覆う扇形に形成されている。第２カバー部１８ａには、回転
軸３１ｂが回転可能に軸支される支持穴１９が形成されている。保持体３２への吸着板ユ
ニット３１の組込み時において、三角柱状の仕切体３３の２つの角部が丁度第１カバー部
１７ａの開口端部に位置するように配置される。
【００６７】
　吸着体３０には、図７に示すように空気が通風可能な第１空気通路２０ａ、２０ｂと第
２空気通路２１とが形成されている。第１空気通路２０ａ、２０ｂは、第１カバー部１７
ａと一部の吸着板１５とに囲まれて形成され、吸着板１５の長手方向に空気が通風可能と
されている。第２空気通路２１は、第２カバー部１８ａと他の一部の吸着板１５とに囲ま
れて形成され、吸着板１５の長手方向と直交する方向に空気が通風可能とされている。
【００６８】
　吸着体３０が本体３内に設置された場合、第１の実施の形態と同じように、吸着体３０
は横流ファン９と平行に配置され、吸着板ユニット３１の回転軸３１ｂには吸着板ユニッ
ト３１を回転駆動させるモータ２２が減速機構２３を介して連結されている。また、第１
空気通路２０ａ、２０ｂの一端側には吸気用パイプ２４が接続され、第１空気通路２０ａ
、２０ｂの他端側には排気用パイプ２５が接続されている。なお、モータ２２は、吸着板
ユニット３１を１２０°ずつ回転させるように駆動される点において第１の実施形態とは
異なっている。
【００６９】
　このような構成の吸着体３０を図３、４に示す調湿装置に組み込んだ場合、加湿運転時
には、室外排気用ファン８と横流ファン９とが駆動され、及び、ヒータ１０に通電される
。室外排気用ファン８が駆動されることにより、吸気用パイプ２４から吸い込まれた室外
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の空気が第１空気通路２０ａ、２０ｂ内を通風され、空気中の水分が第１空気通路２０ａ
、２０ｂ内に位置する吸着板１５に吸着される。さらに、横流ファン９が駆動され、及び
、ヒータ１０に通電されることにより、吸込口４から吸い込まれた室内の空気がヒータ１
０により加熱され、ヒータ１０により加熱された空気が第２空気通路２１内に通風されて
吹出口５から室内に吹き出す。
【００７０】
　加湿運転が開始されてから、吸着板１５に水分を吸着させるために予め設定されている
設定時間が経過した後にモータ２２が駆動され、吸着板ユニット３１が１２０°回転され
る。
【００７１】
　吸着板ユニット３１が１２０°回転されることにより、回転後は常に三角柱状の仕切体
３３のいずれか２つの角部が丁度第１カバー部１７ａの開口端部に位置するようになる。
そのため、回転前に第１空気通路２０ｂ内に位置していた吸着板１５が第２空気通路２１
内に移動し、回転前に第１空気通路２０ａ内に位置していた吸着板１５が第１空気通路２
０ｂ内に移動し、回転前に第２空気通路２１内に位置していた吸着板１５が第１空気通路
２０ａ内に移動する。これが設定時間ごとに繰り返され、吸着板ユニット３１は、１２０
°だけ回転していく。　第１空気通路２０ｂ内から第２空気通路２１内に移動した吸着板
１５に対しては、横流ファン９の駆動により通風される空気であってヒータ１０により加
熱された空気が当たり、第２空気通路２１内に移動した吸着板１５から水分が脱離される
。吸着板１５から脱離された水分は、横流ファン９の駆動により吹出口５から吹き出す空
気に含まれて室内に放出され、室内が加湿される。
【００７２】
　第１空気通路２０ａ内から第１空気通路２０ｂ内に移動した吸着板１５及び第２空気通
路２１内から第１空気通路２０ａ内に移動した吸着板１５に対しては、室外排気用ファン
８の駆動により通風される室外から吸い込んだ空気が当たり、第１空気通路２０ａ、２０
ｂ内に移動した吸着板１５に対して水分の吸着が行われる。
【００７３】
　したがって、この第２の実施の形態のように、３つの空気通路２０ａ、２０ｂ、２１を
設け、加湿時には、そのうちの２つを水分の吸着用とし用い、残りの１つを水分の脱離用
として用いることにより、吸着板１５に対して水分を吸着させる時間を長く設定すること
ができる。すなわち、一般に、吸着材は、吸着に要する時間が脱離に要する時間よりも長
い。そこで、本実施の形態では吸着板１５を３つのグループ分けにして、その１つを脱離
に残り２つを吸着とすることで、吸着時間を脱離時間の２倍に設定することができる。そ
れにより、吸着板１５に吸着される水分の量を増やすことができ、吸着板１５から脱離さ
れる水分量を増やして加湿性能を高めることができる。
【００７４】
　一方、除湿運転時には、室外排気用ファン８と横流ファン９とが駆動され、及び、ヒー
タ１１に通電される。横流ファン９が駆動されることにより、吸込口４から吸い込まれた
室内の空気が第２空気通路２１を通風され、空気中の水分が第２空気通路２１内の吸着板
１５に吸着される。水分が吸着板１５に吸着され、含有する水分量が少なくなった空気が
、吹出口５から室内に吹き出す。さらに、室外排気用ファン８が駆動され、及び、ヒータ
１１に通電されることにより、吸気用パイプ２４から吸い込まれた室外の空気がヒータ１
１により加熱され、ヒータ１１により加熱された高温空気が第１空気通路２０ａ、２０ｂ
内に通風されて室外に排気される。この高温空気が吸着板１５に当たることにより吸着板
１５から水分が脱離され、脱離された水分は室外に放出され、室内の除湿が行われる。
【００７５】
　除湿運転が開始されてから、吸着板１５から水分を脱離させるために予め設定されてい
る設定時間が経過した後にモータ２２が駆動され、吸着板ユニット３１が１２０°回転さ
れる。
【００７６】
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　吸着板ユニット３１が１２０°回転されることにより、回転前に第２空気通路２１内に
位置していた吸着板１５が第１空気通路２０ａ内に移動し、回転前に第１空気通路２０ａ
内に位置していた吸着板１５が第１空気通路２０ｂ内に移動し、回転前に第１空気通路２
０ｂ内に位置していた吸着板１５が第２空気通路２１内に移動する。これが設定時間ごと
に繰り返され、吸着板ユニット３１は、１２０°だけ回転していく。
【００７７】
　第２空気通路２１内から第１空気通路２０ａ内に移動した吸着板１５及び第１空気通路
２０ａ内から第１空気通路２０ｂ内に移動した吸着板１５に対しては、室外排気用ファン
８により通風される室外の空気であってヒータ１１により加熱された高温空気が当たり、
第１空気通路２０ａ、２０ｂ内の吸着板１５から水分が脱離される。吸着板１５から脱離
された水分は、室外排気用ファン８により通風される空気に含まれて運ばれ、室外に放出
される。
【００７８】
　第１空気通路２０ｂ内から第２空気通路２１内に移動した吸着板１５に対しては、横流
ファン９により通風される室内の空気が当たり、室内の空気中の水分が第２空気通路２１
内に移動した吸着板１５に吸着され、室内の除湿が行われる。
【００７９】
　したがって、この第２の実施の形態のように、空気通路２０ａ、２０ｂ、２１を３つ設
け、除湿時にはそのうちの１つを水分の吸着用として用い、残りの２つを水分の脱離用と
して用いることにより、吸着板１５に対して水分を脱離させる時間を長くして吸着板１５
からの水分の脱離量を増やすことができる。それにより、吸着板１５への水分の吸着性能
を高めることができ、除湿性能を高めることができる。
【００８０】
　なお、吸着板ユニット３１を回転させるにあたり、空気通路２０ａ、２０ｂ、２１を確
保するためには保持体３２と仕切体３３の角部の回転位置を正確に一致させる必要がある
。このため、単なるモータ２２の回転角度制御ではなく、何等かの回転角センサまたは位
置検知センサを設け、このセンサ出力に基づき回転角を制御することが好ましい。
【００８１】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係る空気調和機の室内機４０について、図９ないし図１３
に基づいて説明する。この室内機においては、図１及び図２に示す吸着体６を用いて加湿
運転を行なうものである。
【００８２】
　この室内機４０は、室内と室外とを仕切る壁２の内側面に取付けられる室内機本体４１
を有し、室内機本体４１の前面部と上面部とには複数の吸込口４２が形成されている。室
内機本体４１の下部には、ルーバー４３により開度を調整可能な吹出口４４が形成されて
いる。
【００８３】
　室内機本体４１内には、エアフィルタ４５と、熱交換器４６と、横流ファン４７と、室
外排気用ファン４８と、吸着体６と、制御器４９とが設置されている。
【００８４】
　エアフィルタ４５は、室内機本体４１の前面部と上面部との吸込口４２に対向する位置
に配置され、メッシュ状に形成されている。吸込口４２から吸い込まれる空気中に埃が含
まれている場合、この空気がエアフィルタ４５を通過する過程で埃がエアフィルタ４５に
より捕集される。
【００８５】
　熱交換器４６は、室外に設置されている室外機（図示せず）内に設けられている室外熱
交換器等に２本の冷媒配管５０、５１によって接続され、内部に冷媒が流れ、冷房運転状
態と暖房運転状態とに切替可能に設けられている。熱交換器４６は、冷房運転時には低温
となって熱交換器４６の周囲を流れる空気を冷却し、暖房運転時には高温となって熱交換
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器４６の周囲を流れる空気を加熱する。
【００８６】
　室外排気用ファン４８には、この室外排気用ファン４８を回転駆動させるモータ５２が
連結されている。室外排気用ファン４８は、図３において説明した室外排気用ファン８と
同じもので、室外排気用ファン４８が回転駆動されることにより、室外の空気が吸気用パ
イプ２４を通って入口２０Ａから室内機本体４１内に吸い込まれ、吸い込まれた空気が吸
着体６の第１空気通路２０内に通風され、第１空気通路２０内を通風された空気が出口２
０Ｂを介して排気用パイプ２５を流れ、室外に排気される。なお、吸気用パイプ２４及び
排気用パイプ２５及び２本の冷媒配管５０、５１は、壁２に設けられた１つの孔２ａを共
通に用いて室外に貫通している。この孔２ａは、室内機本体４１の背面側であって室内側
からは見えない位置に設けられ、見栄えを良くしている。
【００８７】
　横流ファン４７は、長尺円筒形状に形成された貫流送風機であり、室内機本体４１内の
長手方向に設置され、吸着体６の長手方向と平行に位置する。すなわち、室内機４０が壁
２に取付けられた場合、室内機本体４１内に設置された横流ファン４７は、横流ファン４
７の長手方向が壁２と平行であって水平な方向に向けられている。横流ファン４７には、
この横流ファン４７を回転駆動させるモータ５３が連結されている。横流ファン４７が駆
動されることにより、室内の空気が吸込口４２から室内機本体４１内に吸い込まれ、吸い
込まれた空気が熱交換器４６の周囲を通過することにより加熱され又は冷却され、加熱さ
れた温風又は冷却された冷風となって吹出口４４から室内に吹き出す。
【００８８】
　吸着体６は、図１及び図２に示すように、吸着板ユニット１３と保持体１４とにより形
成され、第１空気通路２０と第２空気通路２１とが形成されている。吸着体６は、室内機
本体４１と熱交換器４６の下端側との間であって、第２空気通路２１が上下方向を向く向
きに配置されている。
【００８９】
　室内機本体４１内における吹出口４４と吸着体６との間には、モータ５４により駆動さ
れて回動し、横流ファン４７により吹出口４４に向けて送風される空気の一部を吸着体６
側へ送風可能とする位置と、吸着体６側への送風を遮断する位置とに回動可能なダンパ５
５が設けられている。なお、吸着体６は、吸着体６側へ送風された空気が第２空気通路２
１内に導かれる向きに配置されている。図９は、ダンパ５５が吸着体６側へ送風可能な位
置に回動した状態を示している。ダンパ５５が回動して吹出口４４に向けて送風される空
気の一部が吸着体６側へ送風された場合、吸着体６側へ送風された空気が吸着体６の第２
空気通路２１内を通過し、熱交換器４６の吸い込み方向上流側へ流れる。
【００９０】
　制御器４９は、室内機本体４１内の制御対象物の制御を行う。制御器４９には、図１１
に示すように、吸着体６の吸着板ユニット１３を回転駆動させるモータ２２と、室外排気
用ファン４８を回転駆動させるモータ５２と、横流ファン４７を回転駆動させるモータ５
３と、ダンパ５５を駆動させるモータ５４と、室外機に設けられる圧縮機５６を回転駆動
させるモータ５７とが接続されている。さらに、制御器４９には、熱交換器４６の温度を
検知する温度センサ５８と、空気調和機の運転状態を操作するリモコン５９からの赤外線
信号を受光する受光部６０等が接続されている。
【００９１】
　空気調和機の運転制御が運転される場合の制御について、図１２のフローチャートに基
づいて説明する。制御器４９は、リモコン５９からの信号の入力の有無を監視している（
Ｓ３１）。リモコン５９からの信号の入力が有った場合は（Ｓ３１のＹＥＳ）、その信号
が暖房運転の開始信号であるか否かが判断され（Ｓ３２）、及び、加湿運転の開始信号で
あるか否かが判断される（Ｓ３３）。
【００９２】
　入力された信号が暖房運転の開始信号でない場合は（Ｓ３２のＮＯ）、入力された暖房
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運転以外のモードによる運転制御が行われる（Ｓ３４）。また、暖房運転の開始信号が入
力されたが（Ｓ３２のＹＥＳ）、加湿運転の開始信号は入力されない場合は（Ｓ３３のＮ
Ｏ）、加湿運転を伴わない通常暖房の運転制御が行われる（Ｓ３５）。
【００９３】
　暖房運転の開始信号が入力され（Ｓ３２のＹＥＳ）、かつ、加湿運転の開始信号が入力
された場合は（Ｓ３３のＹＥＳ）、加湿運転が実行される。すなわち、暖房時以外は室内
に温風が吹出ないため、加湿運転は実行されない。
【００９４】
　加湿運転（Ｓ３３のＹＥＳ）では、制御器１２に内蔵されているタイマのカウントがス
タートされ（Ｓ３６）、熱交換器４６の温度を測定する温度センサ５８の値が読込まれる
（Ｓ３７）。そして、温度センサ５８の測定値に基づいて、温度センサ５８の値が加湿運
転に適した目標値まで上昇するように圧縮機駆動用のモータ５７の運転周波数が制御され
る（Ｓ３８）。これにより、吹出口４４から吹き出す温風の温度が、吸着体６を使用した
加湿用に適した温度に上昇、維持される。
【００９５】
　さらに、ダンパ６３が吹出口４４から吹き出す温風の一部が吸着体６側に送風可能とす
る位置に回動され（Ｓ３９）、横流ファン４７が駆動され（Ｓ４０）、室外排気用ファン
４８が駆動される（Ｓ４１）。
【００９６】
　ここで、ステップＳ４０において室外排気用ファン４８が駆動されることにより、室外
の空気が吸気用のパイプを通って室内機本体４１内に吸い込まれ、吸い込まれた空気が吸
着体６の第１空気通路２０内を通過し、第１空気通路２０内を通過した後に排気用パイプ
２５内を通って室外に排気される。室外の空気が第１空気通路２０内を通風され、通風さ
れる空気が第１空気通路２０内の吸着板１５に当たることにより、室外の空気中に含まれ
ている水分が第１空気通路２０内の吸着板１５に吸着される。
【００９７】
　また、ステップＳ４０において横流ファン４７が駆動されることにより、室内の空気が
吸込口４２から室内機本体４１内に吸い込まれ、吸い込まれた空気が熱交換器４６により
加熱され、温風となって吹出口４４から室内に吹き出し、暖房運転が行われる。
【００９８】
　さらに、ステップＳ３９においてダンパ５５が吸着体６側への送風可能位置へ回動する
ことにより、熱交換器４６により加熱されて吹出口４４側へ送風される温風の一部が吸着
体６側へ導かれ、この空気が第２空気通路２１内を通過し、第２空気通路２１内を通過し
た後に再び熱交換器４６側へ吸い込まれる、いわゆるショートサーキットを構成する。こ
のため、熱交換器４６が第２空気通路２１を通風される空気を加熱する加熱手段として機
能し、熱交換器４６により加熱された空気が第２空気通路２１内の吸着板１５に当たり、
第２空気通路２１内の吸着板１５から水分が脱離される。吸着板１５から脱離された水分
は、熱交換器４６により加熱されて吹出口４４から吹き出す空気中に含まれて室内に放出
され、室内の暖房と加湿とが行われる。
【００９９】
　その後、タイマのカウント時間“Ｔ”が、吸着板１５に水分を吸着させるために予め設
定されている設定時間“ｔｓ１”を経過したか否かが判断され（Ｓ４２）、さらに、加湿
運転の終了信号が入力されたか否かが判断される（Ｓ４３）。
【０１００】
　加湿運転の終了信号が入力される前に（Ｓ４３のＮＯ）、タイマのカウント時間“Ｔ”
が設定時間“ｔｓ１”を経過した場合には（Ｓ４２のＹＥＳ）、モータ２２が駆動されて
吸着板ユニット１３が１８０°回転され（Ｓ４４）、タイマがリセットされ及び再スター
トされる（Ｓ４５）。
【０１０１】
　吸着板ユニット１３が１８０°回転されることにより（Ｓ４４）、回転前に第１空気通
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路２０内に位置して室外の空気中に含まれる水分が吸着された吸着板１５が、第２空気通
路２１内に移動する。そして、第１空気通路２０内から第２空気通路２１内に移動した吸
着板１５に対して、熱交換器４６により加熱されてダンパ５５により案内された温風が当
たり、第２空気通路２１内に移動した吸着板１５から水分が脱離される。吸着板１５から
脱離された水分は、熱交換器４６により加熱されて吹出口４４から吹き出す空気中に含ま
れて室内に放出され、室内の暖房と加湿とが行われる。
【０１０２】
　加湿運転の終了信号が入力された場合は（Ｓ４３のＹＥＳ）、タイマがリセットされ（
Ｓ４６）、室外排気用ファン４８の駆動が停止され（Ｓ４７）、ダンパ５５が吸着体６側
への送風を遮断する位置へ回動され（Ｓ４８）、通常暖房の運転制御が開始される（Ｓ３
５）。
【０１０３】
　このような構成において、吸着体６が横長長尺状に形成され、この吸着体６が室内機本
体４１内に横流ファン４７と平行な向きに設置されている。このため、室内機本体４１の
外径寸法が大きくなることの抑制と、吸着体６の表面積を増大させて水分吸着性能の向上
とを図ることができる。これにより、室内機４０を大型化することなく加湿性能の向上を
図ることができる。
【０１０４】
　しかも、吸着体６は、室内機本体４１と熱交換器４６の下端側との間に設置されており
、この箇所に吸着体６を設置しても、吸込口４２からの室内空気の吸い込みの妨げとなら
ない。このため、室内機本体４１内に吸着体６を設置しても暖房運転時及び冷房運転時の
風量が低下せず、暖房性能及び冷房性能を維持することができる。
【０１０５】
　また、吸着板１５から水分を脱離させるために第２空気通路２１に通風する空気を加熱
する手段として、熱交換器４６を用いているため、従来設けられていた再生用(脱離用)ヒ
ータが不要となる。このように熱交換器４６の熱を水分脱離のための加熱手段として機能
させることで、安全性を向上させることができる。さらに、第２空気通路２１に通風させ
る空気の送風機として室内機４０に既存の横流ファン４７を用いるため、第２空気通路２
１に空気を通風させるための新たな送風機を設けることが不要となり、加湿機能を有する
空気調和機を極めてコンパクトに構成することができる。また、室外排気用ファン４８の
入口側にダンパ等の空気流路の切換手段を設け、吸込み空気として第２空気通路２１内を
通風される空気、又は、室内空気の切換ができるようにすれば、加湿運転時以外の時間は
室外排気用ファン４８を換気装置として機能させることができる。
【０１０６】
　吸着板１５から脱離されて室内を加湿する水分は、暖房運転時に吹出口４４から吹き出
す温風に含まれて室内に放出されるため、室内全域に対して幅広く放出され、室内を均一
に加湿することができる。
【０１０７】
　（第４の実施の形態）
　本発明の第４の実施の形態に係る空気調和機の室内機４０Ａについて、図１３に基づい
て説明する。この室内機４０Ａにおいては、図９ないし図１２に示す室内機４０から吸気
用パイプ２４をなくしたもので、室外から吸引する空気の代わりに室内の空気を吸着体６
の第１空気通路２０内に通風するものである。この変更部分以外は、第３の実施の形態と
同一であるため、その説明を省略し、以下、変更部分を重点的に説明する。
【０１０８】
　室内機本体４１Ａの右側面には、室内空気を吸込む第２吸込口６１が設けられ、この第
２吸込口６１は、第１空気通路２０の入口２０Ａに直線状のダクト６２を介して連通して
いる。このため、室外排気用ファン４８が回転駆動されることにより、室内の空気が第２
吸込口６１からダクト６２を介して室内機本体４１Ａ内に吸い込まれ、吸い込まれた空気
が、第１空気通路２０内を通過して出口２０Ｂから排気用パイプ２５内に入り、排気用パ
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イプ２５内を流れ出て室外に排気される。
【０１０９】
　この際、室内空気が第１空気通路２０内の吸着板１５に当たることにより、室内の空気
中に含まれている水分が第１空気通路２０内の吸着板１５に吸着される。したがって、排
気用パイプ２５からは水分が減少した乾燥空気が排気される。この結果、室内の水分は吸
着板１５に保持され、この吸着板１５が、第２空気通路２１内に回転移動したところで横
流ファン９の通風による熱交換器４６を通過した温風によって吸着板１５に吸着されてい
た水分が脱離され、室内に戻される。この間、室外排気用ファン４８による排気によって
室内の空気が減少した分だけ部屋の隙間からその時の外気の湿度分だけの水分を含んだ外
部の空気が流入しているため、結果的に室内の湿度は上昇する。
【０１１０】
　この第４の実施の形態によれば、壁２を貫通して室外へ延び出すパイプが排気用パイプ
２５のみとなるため、壁２の孔２ａが小さくて済む。また、第２吸込口６１を室外排気用
ファン４８と反対側の側面に位置させ、室内機本体４１の側面の第１空気通路２０の入口
２０Ａ側で、かつ、第２吸込口６１と第１空気通路２０とを直線状のダクト６２で連結し
たため、ダクト長が短くでき、通風抵抗が小さくなる。すなわち、第２吸込口６１、ダク
ト６２、吸着体３０をほぼ直線状に配置して、通風経路を短くしたため、このため、室外
排気用ファン４８による風量が大きくなり、吸着時間を短縮することができる。さらに、
室外排気用ファン４８による送風は室内空気を室外に排気することになり、加湿運転の運
転／停止にかかわらず室外排気用ファン４８を運転することで換気が可能となる等種々の
効果がある。
【０１１１】
　一方、暖房運転が安定した時の室内空気温度は２０～２５℃程度となる。これに対し、
暖房運転時の室内機４０Ａの吹き出し空気温度は５０℃程度であり、温度差があまり大き
く取れない。このため、吸着体６の吸着、脱離性能（単位時間当たりの水分吸着、脱離量
（ｇ））が低下してしまうという若干の問題がある。
【０１１２】
　（第５の実施の形態）
　本発明の第５の実施の形態に係る吸着体７０及びこの吸着体７０を使用した空気調和機
の室内機７１について、図１４ないし図１６に基づいて説明する。この室内機７１におい
ては、吸着体７０を用いて加湿運転が行われる。
【０１１３】
　吸着体７０は、図１４に示すように、円筒状の吸着板ユニット７２とこの吸着板ユニッ
ト７２を保持する保持体７３とにより形成されている。
【０１１４】
　吸着板ユニット７２は、断面形状がＹ字形状に形成された長尺状の仕切体７４と、水分
や臭い成分等の吸着物質を吸着可能及び脱離可能な複数枚の吸着板７５とを有している。
吸着板７５は、長尺の板状部材を一方の面が凸状となって他方の面が凹状となる向きに湾
曲させて形成され、凸状側を仕切体７４の中心側に向けて配置されている。このような湾
曲形状とすることで吸着板７５の面積をかせぎ、吸着量を増加させている。複数枚の吸着
板７５は、仕切体７４により仕切られた３つの領域内にそれぞれ配置されている。これら
の吸着板７５は、面と面とを対向させてそれらの面と面との間に通風可能な隙間をもって
連結されている。なお、仕切体７４は、円筒状の吸着板ユニット７２をほぼ均等に３分割
するように設けられる。
【０１１５】
　複数枚の吸着板７５の連結は、吸着板７５の長手方向の両端をリング状枠１６で固定す
ることにより行われている。リング状枠１６は、Ｙ字形状の仕切体７４の３つの頂点部に
固定されている。仕切体７４の中心線上の両端部には、吸着板７５の長手方向に沿って吸
着板７５から離反する方向である外側向きに延びた回転軸７２ｂが固定されている。
【０１１６】
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　保持体７３の基本的な構造は図８に示した保持体３２と同じであり、吸着板ユニット７
２の外径よりもわずかに大きく形成され、その内部に吸着板ユニット７２を回転軸７２ｂ
を中心として回転可能に保持する。保持体７３内への吸着板ユニット７２の組み込みは、
保持体７３を長手方向に沿って２分割構造とすることにより、又は、後述する第１カバー
部１７ｂと一方の第２カバー部１８ｂとの間を分割構造とすることにより行うことができ
る。保持体７３は、保持する吸着板ユニット７２における一部の吸着板７５の長手方向に
沿った方向の外周部を気密に覆う第１カバー部１７ｂと、保持する吸着板ユニット７２に
おける他の一部の吸着板７５の長手方向の両端部を気密に覆う一対の第２カバー部１８ｂ
とを有している。第１カバー部１７ｂは、吸着板ユニット７２の周方向の約２４０°の範
囲を覆う形に形成されている。第２カバー部１８ｂには、回転軸７２ｂが回転可能に軸支
される支持穴１９が形成されている。また、第２カバー部１８ｂは、仕切体７４により仕
切られる１つの領域に配置される吸着板１５の端部を覆うよう回転軸７２ｂを中心として
約１２０°の範囲を覆った扇形に形成されている。
【０１１７】
　吸着体７０には、図１５に示すように空気が通風可能な第１空気通路２０ａ、２０ｂと
第２空気通路２１とが形成されている。第１空気通路２０ａ、２０ｂは、第１カバー部１
７ｂと一部の吸着板７５とに囲まれて形成され、吸着板７５の長手方向に空気が通風可能
とされている。第２空気通路２１は、第２カバー部１８ｂと他の一部の吸着板７５とに囲
まれて形成され、吸着板７５の長手方向と直交する方向に空気が通風可能とされている。
【０１１８】
　室内機７１の基本的構造は図９に示した室内機４０と同じであり、この室内機４０で使
用する吸着体６に代えて吸着体７０を使用する点が異なる。
【０１１９】
　吸着体７０は、室内機本体４１と熱交換器４６の下端側との間であって、一部が吹出口
４４に臨む位置に配置されている。
【０１２０】
　室内機本体４１内における吹出口４４には、モータ（図示せず）により駆動されて回動
し、横流ファン４７により吹出口４４に向けて送風される空気の一部を吸着体７０側へ送
風可能とする位置と、吸着体７０側への送風を遮断する位置とに回動可能なダンパ５５が
設けられている。なお、吸着体７０は、吸着体７０側へ送風された空気が第２空気通路２
１内に導かれ、第２空気通路２１内を通過した空気が吹出口４４から室内に吹き出す位置
に配置されている。図１６は、ダンパ５５が吸着体７０側へ送風可能な位置に回動した状
態を示している。
【０１２１】
　吸着体７０が室内機本体４１内に設置された場合、図９及び図１０に示す第３の実施の
形態と同じように、吸着体７０は横流ファン４７と平行に配置され、吸着板ユニット７２
の回転軸７２ｂには吸着板ユニット７２を回転駆動させるモータ２２が減速機構２３を介
して連結されている。また、第１空気通路２０ａ、２０ｂの一端側には吸気用パイプ２４
が接続され、第１空気通路２０ａ、２０ｂの他端側には排気用パイプ２５が接続されてい
る。
【０１２２】
　なお、第１空気通路２０ａ、２０ｂの一端側の入口２０Ａについては、図１３に示す第
４の実施の形態と同じように、直線状のダクト６２を介して室内に連通させてもよい。
【０１２３】
　このような構成において、吸着体７０を室内機本体４１内に設置し、室外排気用ファン
４８と横流ファン４７とを駆動させ、及び、ダンパ５５を図１６に示す位置に回動させる
ことにより、室外排気用ファン４８の駆動により吸気用パイプ２４内を通って室外から吸
い込まれた空気が矢印ａで示す向きに第１空気通路２０ａ、２０ｂ内を通風される。また
、横流ファン４７の駆動により室内から吸い込まれた空気が矢印ｂで示す向きに第２空気
通路２１内を通風され、第２空気通路２１内を通風された後に吹出口４４から室内に吹き
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出す。
【０１２４】
　室外から吸い込まれた空気が第１空気通路２０ａ、２０ｂ内に通風されることにより、
通風される空気が第１空気通路２０ａ、２０ｂ内の吸着板７５に当たり、空気中の水分が
この吸着板７５に吸着される。
【０１２５】
　一方、横流ファン４７の駆動により吸込口４２から吸い込まれた空気が熱交換器４６に
より加熱され、加熱された空気の一部が第２空気通路２１内を通風されて室内に吹き出す
。この過程において、加熱された空気が第２空気通路２１内の吸着板７５に当たり、この
吸着板７５から水分が脱離される。吸着板７５から脱離された水分は、横流ファン４７の
駆動により吹出口４４から吹き出す空気に含まれて室内に放出され、室内が加湿される。
【０１２６】
　加湿運転が開始された後、設定時間が経過する毎に吸着板ユニット７２が１２０°ずつ
回転される。この回転により、第１空気通路２０ｂ内に位置して水分が吸着された吸着板
７５が第２空気通路２１内に移動することが繰り返され、室外の空気中から吸着板７５に
吸着された水分が室内に放出され、室内の加湿が継続して行われる。
【０１２７】
　第２空気通路２１内の吸着板７５から脱離された水分は、吸着板７５から脱離された後
にそのまま吹出口４４から室内に放出されるため、吸着板７５から脱離された水分の室内
への放出が効率良く行われる。
【０１２８】
　（第６の実施の形態）
　本発明の第６の実施の形態に係る吸着体８０及びこの吸着体８０を使用した空気調和機
の室内機８１について、図１７及び図１８に基づいて説明する。この室内機８１において
は、吸着体８０を用いて加湿運転が行われる。
【０１２９】
　吸着体８０は、図１８に示すように、紙などを素材とする長方形状の基材の表面にゼオ
ライト等の吸着材粒子を塗布することにより形成された複数枚の吸着板８２と、これらの
吸着板８２の両端を支持する支持枠８３とにより箱型に形成されている。吸着板８２は長
尺状に形成され、隙間をもって配置され、これらの吸着板８２の長手方向（第１８図Ａ方
向）及びこの長手方向と直交する方向（第１８図中Ｂ方向）に空気を通風可能とされてい
る。
【０１３０】
　室内機８１には、室内機本体４１表面と熱交換器４６の下端側との間に、吸着体８０を
スライド可能に収容する収容部８４が形成されている。収容部８４は、横流ファン４７の
回転中心と平行な横長形状に形成されている。吸着体８０は、吸着体８０の長手方向と横
流ファン４７の回転中心とが平行となる向きに収容部８４に収容されている。収容部８４
に収容された吸着体８０は、空気が吸着板８２の長手方向に通風される位置である吸着位
置（図１７において実線で示す位置）と、空気が吸着板８２の長手方向と直交する方向に
通風される位置である脱離位置（図１７において二点鎖線で示す位置）とに移動可能とさ
れている。
【０１３１】
　収容部８４の長手方向の一端側には、吸気用パイプ２４が接続され、収容部８４の長手
方向の他端側には排気用パイプ２５が接続されている。
【０１３２】
　吸着体８０を実線で示す吸着位置と二点鎖線で示す脱離位置とに移動させる機構として
、吸着体８０に設けられて収容部８４から露出して位置するラック８５と、ラック８５と
噛み合うピニオン８６と、ピニオン８６を回転駆動させるモータ８７とが設けられている
。
【０１３３】
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　このような構成において、横流ファン４７と熱交換器４６とを駆動させている暖房運転
時において、加湿運転を行う場合について説明する。
【０１３４】
　まず、吸着体８０を実線で示す吸着位置に位置させ、室外排気用ファン４８を駆動させ
る。これにより、室外の空気が吸気用パイプ２４内を通って室内機本体４１内に吸い込ま
れ、収容部８４内を吸着板８２の長手方向に沿って通風され、排気用パイプ２５内を通っ
て室外に排気される。この過程において、通風される空気が吸着板８２に当たり、空気中
の水分が吸着板８２に吸着される。
【０１３５】
　室外排気用ファン４８を設定時間駆動させた後、室外排気用ファン４８の駆動が停止さ
れ、及び、モータ８６が駆動されて吸着体８０が二点鎖線で示す脱離位置に移動される。
これにより、横流ファン４７の駆動により吸込口４２から吸い込まれ、熱交換器４６によ
り加熱されて吹出口４４から室内に吹き出す空気の一部が、吸着板８２の長手方向と直交
する方向に沿って通風される。この過程において、熱交換器４６により加熱された空気が
吸着板８２に当たり、吸着板８２から水分が脱離され、脱離された水分が吹出口４４から
吹き出す空気に含まれて室内に放出され、室内が加湿される。
【０１３６】
　吸着体８０が二点鎖線で示す位置に移動した後に設定時間が経過した場合には、モータ
８６の駆動により吸着体８０が実線で示す吸着位置に移動され、吸着板８２に対して水分
の吸着が行われる。所定時間ごとに吸着体８０が吹出口４４が繰り返し出没する。
【０１３７】
　吸着板８２から脱離された水分は、吸着板８２から脱離された後にそのまま吹出口４４
から室内に放出されるため、吸着板８２から脱離された水分の室内への放出が効率良く行
われる。
【０１３８】
　（第７の実施の形態）
　本発明の第７の実施の形態に係る吸着体及び空気調和機の室内機について、図１９ない
し図２２に基づいて説明する。
【０１３９】
　第７の実施の形態に係る吸着体は、個々の吸着板９０の構造が異なるもので、吸着体そ
のものの形状は図１、図７、図１４に示した吸着体と同じである。図１に示した吸着体６
を構成する吸着板１５は、長方形状の基板の表面にゼオライト等の吸着材粒子を塗布する
ことにより形成されている。これに対し、第７の実施の形態に係る吸着体を構成する吸着
板９０は、図１９に示すように、耐熱プラスチックス製の長方形状の基材９１と、基材９
１の両面に貼付けられて吸着板９０を加熱する加熱手段であるフィルムヒータ９２と、フ
ィルムヒータ９２の表面に塗布されたゼオライト等の吸着材粒子９３とにより形成されて
いる。そして、このような吸着板９０を、図２、図８または図１４に示すように、面と面
とを対向させてそれらの面と面との間に通風可能な隙間をもって連結することにより吸着
板ユニット９４が形成されている。
【０１４０】
　このような吸着板９０を用いて形成される吸着体によれば、吸着板９０に当たるように
空気を通風させることにより水分を吸着させることができる。また、フィルムヒータ９２
に通電させて吸着板９０を直接加熱することにより吸着板９０から水分を脱離させること
ができる。この加熱された吸着板９０に当たるように空気を通風させればさらに水分の脱
離を促進させることができる。
【０１４１】
　図１の吸着板ユニット１３この吸着板９０を採用する場合、フィルムヒータ９２には通
電用のリード線の一端が接続され、リード線の他端は電源に接続される。また、フィルム
ヒータ９２への通電系統は、吸着板ユニット１３の半分の領域に位置するフィルムヒータ
９２への通電をオン・オフさせる第１の通電系統と、吸着板ユニット１３の残りの半分の
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領域に位置するフィルムヒータ９２への通電をオン・オフする第２の通電系統とが設けら
れる。
【０１４２】
　このような吸着板ユニット９４を構成要素とする吸着体には、図１に示すように、第１
空気通路２０と第２空気通路２１とが形成される。この吸着体を図３及び４に示す調湿装
置に組み込む場合、ヒータ１０、１１を不要にすることができる。また、図９及び図１０
に示す空気調和機の室内機へ組み込む場合には、横流ファン４７の駆動により室内機本体
４１の吸込口４２から吸い込まれる空気がそのまま第２空気通路２１内を通る位置に変更
することができ、ダンパ５５は不要となる。
【０１４３】
　図２０は、吸着板ユニット９４を構成要素とする吸着体が設けられた空気調和機の室内
機における電気的接続構造を示すブロック図である。
【０１４４】
　第７の実施の形態に係る空気調和機の室内機には、室内機に設置されている制御対象物
の制御を行う制御器９５が設けられている。制御器９５には、図２０に示すように、吸着
体の吸着板ユニット９４を回転駆動させる駆動部であるモータ９６と、室外排気用ファン
４８を回転駆動させるモータ５２と、横流ファン４７を回転駆動させるモータ５３と、第
１の通電系統に接続されたフィルムヒータ９２と第２の通電系統に接続されたフィルムヒ
ータ９２が接続されている。さらに、制御器９５には、空気調和機の運転状態を操作する
リモコン９７からの赤外線信号を受光する受光部９８が接続されている。
【０１４５】
　空気調和機の運転制御について、図２１及び図２２のフローチャートに基づいて説明す
る。制御器９５は、リモコン９７から加湿運転の開始信号が入力されたか否か（Ｓ５１）
、及び、除湿運転の開始信号が入力されたか否か（Ｓ５２）を監視している。
【０１４６】
　加湿運転の開始信号が入力された場合には（Ｓ５１のＹＥＳ）、制御器９５に内蔵され
ているタイマのカウントがスタートされ（Ｓ５３）、横流ファン４７が駆動され（Ｓ５４
）、室外排気用ファン４８が駆動され（Ｓ５５）、加湿用のフィルムヒータ９２に通電さ
れる（Ｓ５６）。加湿用のフィルムヒータ９２とは、フィルムヒータ９２のうち、横流フ
ァン４７の駆動により送風される空気が通風される第２空気通路２１内に位置する吸着板
９０に貼付けられているフィルムヒータ９２を意味する。したがって、後述するように吸
着板ユニット９４が１８０°回転された場合、第１空気通路２０内から第２空気通路２１
内に移動した吸着板９０のフィルムヒータ９２に対して通電が行われ、第２空気通路２１
内から第１空気通路２０内に移動した吸着板９０のフィルムヒータ９２に対する通電が停
止される。
【０１４７】
　ここで、ステップＳ５５において室外排気用ファン４８が駆動されることにより、室外
の空気が吸気用パイプ２４を通って室内機本体４１内に吸い込まれ、吸い込まれた空気が
吸着体の第１空気通路２０内を通風され、第１空気通路２０内を通風された後に排気用パ
イプ２５内を通って室外に排気される。室外の空気が第１空気通路２０内に通風され、通
風された空気が第１空気通路２０内の吸着板９０に当たることにより、室外の空気中に含
まれている水分が第１空気通路２０内の吸着板９０の吸着材粒子９３に吸着される。
【０１４８】
　また、ステップＳ５４において横流ファン４７が駆動されることにより、室内の空気が
吸込口４２から室内機本体４１内に吸い込まれ、吸込口４２から吸い込まれた空気の一部
は吸着体の第２空気通路２１内を通風され、第２空気通路２１内を通風された後に熱交換
器４６を通過して吹出口４４から室内に吹き出す。
【０１４９】
　さらに、ステップＳ５６において加湿用のフィルムヒータ９２に通電されてこのフィル
ムヒータ９２から発熱されることにより、第２空気通路２１内に位置する吸着板９０が加
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熱される。このため、フィルムヒータ９２により加熱された吸着板９０から水分が脱離さ
れ、脱離された水分が横流ファン４７の駆動により第２空気通路２１に通風される空気に
より運ばれ、吹出口４４から室内に放出され、加湿運転が開始される。
【０１５０】
　その後、タイマのカウント時間“Ｔ”が、吸着板９０に水分を吸着させるために予め設
定されている設定時間“ｔｓ１”を経過したか否かが判断され（Ｓ５７）、さらに、加湿
運転の終了信号が入力されたか否かが判断される（Ｓ５８）。
【０１５１】
　加湿運転の終了信号が入力される前に（Ｓ５８のＮＯ）、タイマのカウント時間“Ｔ”
が設定時間“ｔｓ１”を経過した場合には（Ｓ５７のＹＥＳ）、モータ９６の回転位置が
“ｎ＝１”であるか“ｎ＝２”であるかが判断される（Ｓ５９）。“ｎ＝１”は、前回の
モータ９６の回転が逆回転であったことを意味し、“ｎ＝２”は前回のモータ９６の回転
が正回転であったことを意味する。
【０１５２】
　モータ９６の前回の回転が逆回転であった場合は（Ｓ５９のＹＥＳ）、モータ９６が正
回転されて吸着板ユニット９４が１８０°正回転され（Ｓ６０）、モータ９６の回転位置
について“ｎ＝２”がセットされ（Ｓ６１）、タイマがリセットされ及び再スタートされ
る（Ｓ６２）。一方、モータ９６の前回の回転が正回転（ｎ＝２）であった場合は（Ｓ５
９のＮＯ）、モータ９６が逆回転されて吸着板ユニット９４が１８０°逆回転され（Ｓ６
３）、モータ９６の回転位置について“ｎ＝１”がセットされ（Ｓ６４）、タイマがリセ
ットされ及び再スタートされる（Ｓ６２）。
【０１５３】
　ここで、吸着板ユニット９４を正回転と逆回転とに交互に切替える理由は、吸着板９０
のフィルムヒータ９２に接続されている２系統のリード線の配線構造を簡単化し、及び、
リード線のからまりを防止するためである。
【０１５４】
　吸着板ユニット９４が１８０°回転されることにより（Ｓ６０、Ｓ６３）、回転前に第
１空気通路２０を内に位置して室外の空気中に含まれる水分が吸着された吸着板９０が、
第２空気通路２１内に移動する。そして、第２空気通路２１内に移動した吸着板９０のフ
ィルムヒータ９２に対して通電され、第２空気通路２１内に移動した吸着板９０が加熱さ
れる。このため、フィルムヒータ９２により加熱された吸着板９０から水分が脱離され、
脱離された水分が横流ファン４７の駆動により第２空気通路２１に通風される空気により
運ばれ、吹出口４４から室内に放出され、加湿運転が開始される。
【０１５５】
　また、吸着板ユニット９４が１８０°回転されることにより（Ｓ６０、Ｓ６３）、回転
前に第２空気通路２１内に位置していた吸着板９０が、第１空気通路２０内に移動し、第
１空気通路２０内に移動した吸着板９０のフィルムヒータ９２への通電が停止される。こ
れにより、第１空気通路２０内に移動した吸着板９０に対しては、第１空気通路２０内を
通風される室外の空気中に含まれる水分が吸着される。
【０１５６】
　加湿運転の終了信号が入力された場合は（Ｓ５８のＹＥＳ）、タイマがリセットされ（
Ｓ６５）、横流ファン４７の駆動が停止され（Ｓ６６）、室外排気用ファン４８の駆動が
停止され（Ｓ６７）、加湿用のフィルムヒータ９２への通電が停止され（Ｓ６８）、加湿
運転が終了する。なお、加湿運転が開始されたのが（Ｓ５１のＹＥＳ）暖房運転中である
場合は、横流ファン４７は駆動状態を継続する。
【０１５７】
　除湿運転の開始信号が入力された場合は（Ｓ５２のＹＥＳ）、制御器９５に内蔵されて
いるタイマのカウントがスタートされ（Ｓ６９）、横流ファン４７が駆動され（Ｓ７０）
、室外排気用ファン４８が駆動され（Ｓ７１）、除湿用のフィルムヒータ９２に通電され
る（Ｓ７２）。除湿用のフィルムヒータ９２とは、フィルムヒータ９２のうち、室外排気
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用ファン４８の駆動により送風される空気が通風される第１空気通路２０内に位置する吸
着板９０に貼付けられているフィルムヒータ９２を意味する。したがって、後述するよう
に吸着板ユニット９４が１８０°回転された場合、フィルムヒータ９２への通電状態の切
替が行われ、第２空気通路２１内から第１空気通路２０内に移動した吸着板９０のフィル
ムヒータ９２に対して通電が行われ、第１空気通路２０内から第２空気通路２１内に移動
した吸着板９０のフィルムヒータ９２に対する通電が停止される。
【０１５８】
　ここで、ステップＳ７０において横流ファン４７が駆動されることにより、室内の空気
が吸込口４２から室内機本体４１内に吸い込まれ、吸込口４２から吸い込まれた空気の一
部は吸着体の第２空気通路２１内を通風された後に吹出口４４から室内に吹き出す。室内
の空気が第２空気通路２１内に通風され、通風された空気が第２空気通路２１内の吸着板
９０に当たることにより、室内の空気中に含まれている水分が第２空気通路２１内の吸着
板９０の吸着材粒子９３に吸着される。
【０１５９】
　また、ステップＳ７１において室外排気用ファン４８が駆動されることにより、室外の
空気が吸気用パイプ２４を通って室内機本体４１内に吸い込まれ、吸い込まれた空気が吸
着体の第１空気通路２０内を通風されて排気用パイプ２５から室外に排気される。
【０１６０】
　ステップＳ７２において加湿用のフィルムヒータ９２に通電されてフィルムヒータ９２
から発熱されることにより、第１空気通路２０内の吸着板９０が加熱される。このため、
フィルムヒータ９２により加熱された吸着板９０から吸着されている水分が脱離され、脱
離された水分は第１空気通路２０内を通風される空気によって運ばれ、室外に放出される
。
【０１６１】
　その後、タイマのカウント時間“Ｔ”が、吸着板９０に水分を吸着させるために予め設
定されている設定時間“ｔｓ２”を経過したか否かが判断され（Ｓ７３）、さらに、除湿
運転の終了信号が入力されたか否かが判断される（Ｓ７４）。
【０１６２】
　除湿運転の終了信号が入力される前に（Ｓ７４のＮＯ）、タイマのカウント時間“Ｔ”
が設定時間“ｔｓ２”を経過した場合には（Ｓ７３のＹＥＳ）、モータ９６の回転位置が
“ｎ＝１”であるか“ｎ＝２”であるかが判断される（Ｓ７５）。“ｎ＝１”は、前回の
モータ９６の回転が逆回転であったことを意味し、“ｎ＝２”は前回のモータ９６の回転
が正回転であったことを意味する。
【０１６３】
　モータ９６の前回の回転が逆回転であった場合は（Ｓ７５のＹＥＳ）、モータ９６が正
回転されて吸着板ユニット９４が１８０°正回転され（Ｓ７６）、モータ９６の回転位置
について“ｎ＝２”がセットされ（Ｓ７７）、タイマがリセットされ及び再スタートされ
る（Ｓ７８）。一方、モータ９６の前回の回転が正回転（ｎ＝２）であった場合は（Ｓ７
５のＮＯ）、モータ９６が逆回転されて吸着板ユニット９４が１８０°逆回転され（Ｓ７
９）、モータ９６の回転位置について“ｎ＝１”がセットされ（Ｓ８０）、タイマがリセ
ットされ及び再スタートされる（Ｓ７８）。
【０１６４】
　吸着板ユニット９４が１８０°回転されることにより（Ｓ７６、Ｓ７９）、回転前に第
２空気通路２１を内に位置して室内の空気中に含まれる水分が吸着された吸着板９０が、
第１空気通路２０内に移動する。そして、第１空気通路２０内に移動したる吸着板９０の
フィルムヒータ９２に対して通電され、第１空気通路２０内に移動した吸着板９０が加熱
され、この吸着板９０から水分が脱離される。吸着板９０から脱離された水分は、室外排
気用ファン４８の駆動により第１空気通路２０内を通風される空気によって運ばれ、室外
に放出される。これにより、室内の空気中に含まれる水分が室外に放出され、室内の除湿
が行われる。
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【０１６５】
　また、吸着板ユニット９４が１８０°回転されることにより（Ｓ７６、Ｓ７９）、回転
前に第１空気通路２０を内に位置していた吸着板９０が、第２空気通路２１内に移動し、
第２空気通路２１内に移動した吸着板９０のフィルムヒータ９２への通電が停止される。
これにより、第２空気通路２１内に移動した吸着板９０に対しては、第２空気通路２１内
を通風される室内の空気中に含まれる水分が吸着される。
【０１６６】
　加湿運転の終了信号が入力された場合は（Ｓ７４のＹＥＳ）、タイマがリセットされ（
Ｓ８１）、横流ファン４７の駆動が停止され（Ｓ８２）、室外排気用ファン４８の駆動が
停止され（Ｓ８３）、除湿用のフィルムヒータ９２への通電が停止され（Ｓ８４）、除湿
運転が終了する。なお、除湿運転が開始されたのが（Ｓ５２のＹＥＳ）冷房または暖房運
転中である場合は、横流ファン４７は駆動状態を継続される。
【０１６７】
　この第７の実施の形態において、吸着体は、吸着板９０を加熱する加熱手段であるフィ
ルムヒータ９２が吸着板９０に設けられているため、加熱手段を設置するためのスペース
を設けることが不要となり、室内機の小型化を図ることができる。このフィルムヒータ９
２は、直接吸着板９０を加熱するため、空気流路中に配置したヒータよりも出力が小さく
て済み、省エネルギーとなる。さらに、第２空気通路２１に通風させる空気の送風機とし
て室内機に既存の横流ファン４７を用いているため、第２空気通路２１に空気を通風させ
るための新たな送風機を設けることが不要となる。
【０１６８】
　吸着板９０から脱離された水分を含む空気、又は、吸着板９０に水分を吸着されて含有
水分量の少なくなった空気が、吹出口４４から吹き出すため、室内全域に対して幅広く及
び均一に、加湿又は除湿を行うことができる。
【０１６９】
　また、第３の実施の形態の室内機４０では、熱交換器４６の熱によって吸着板１５から
の水分の脱離を行なったが、この実施の形態では、吸着板９０それぞれにフィルムヒータ
９２を設けているため、空気調和機の運転モードにかかわらず加湿または除湿が可能とな
る。近年、高気密住宅の増加にともない、暖房運転時における除湿運転の要望が高まって
おり、この実施の形態によれば従来困難であった暖房運転中の除湿も可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る吸着体を示す斜視図である。
【図２】図１に示す吸着体の分解斜視図である。
【図３】図１に示す吸着体を用いた調湿装置を示す水平断面図である。
【図４】調湿装置を示す縦断側面図である。
【図５】調湿装置の電気的接続構造を示すブロック図である。
【図６】調湿装置の運転制御について説明するフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る吸着体を示す斜視図である。
【図８】図７に示す吸着体の分解斜視図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る空気調和機の室内機を示す縦断側面図である。
【図１０】その水平断面図である。
【図１１】空気調和機の室内機の電気的接続構造を示すブロック図である。
【図１２】空気調和機の運転制御について説明するフローチャートである。
【図１３】本発明の第４の実施の形態に係る空気調和機の室内機を示す水平断面図である
。
【図１４】本発明の第５の実施の形態に係る吸着体を示す分解斜視図である。
【図１５】その側面図である。
【図１６】この吸着体を用いた空気調和機の室内機を示す縦断側面図である。
【図１７】本発明の第６の実施の形態に係る吸着体及び空気調和機の室内機を示す縦断側
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面図である。
【図１８】その吸着体を示す斜視図である。
【図１９】本発明の第７の実施の形態に係る吸着体における吸着板の構造を示す縦断側面
図である。
【図２０】第７の実施の形態に係る吸着体を使用する空気調和機の室内機の電気的接続構
造を示すブロック図である。
【図２１】空気調和機の運転時の制御について説明するフローチャートである。
【図２２】空気調和機の運転時の制御について説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１７１】
　１…調湿装置、３…本体、４…吸込口、５…吹出口、６…吸着体、８…室外排気用ファ
ン、９…横流ファン、１０、１１…加熱手段、１３…吸着板ユニット、１４…保持体、１
５…吸着板、１７…第１カバー部、１７ａ…第１カバー部、１８…第２カバー部、１８ａ
…第２カバー部、２０…第１空気通路、２０ａ、２０ｂ…第１空気通路、２１…第２空気
通路、２２…駆動部、２４…排気用パイプ、２５…排気用パイプ、３０…吸着体、３１…
吸着板ユニット、３２…保持体、４０…室内機、４０Ａ…室内機、４１…室内機本体、４
１Ａ…室内機本体、４２…吸込口、４４…吹出口、４６…熱交換器、４７…横流ファン、
４８…室外排気用ファン、７０…吸着体、７５…吸着板、８０…吸着体、８２…吸着板、
９０…吸着板、９２…加熱手段、９４…吸着板ユニット、９６…駆動部

【図１】 【図２】
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