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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調用空気を被空調空間（Ｓ）に供給して冷房又は暖房する複数の空調機（１）と、複
数の前記空調機（１）のうちの第１の空調機（１ａ）を制御して前記空調用空気を前記冷
房又は前記暖房に適した空気状態に調整する第１の空調機制御装置（２ａ）と、前記空調
用空気の空気状態の調整のために前記空調機（１）に供給される循環水の供給水温を調整
する熱源機（５）と、前記第１空調機制御装置（２ａ）から独立した制御装置であって前
記熱源機（５）を制御して前記循環水を外気負荷の状態に応じた前記供給水温に切換える
熱源機制御装置（７）と、を備え、
　前記熱源機制御装置（７）が、前記被空調空間（Ｓ）の冷房時において予め設定した外
気温度及び外気湿度に対して外気が高温高湿、低温高湿、高温低湿又は低温低湿のいずれ
かの場合に前記供給水温を前記高温高湿のときは６～７℃に、前記低温高湿のときは７～
８℃に、前記高温低湿のときは８～９℃に、前記低温低湿のときは９～１０℃に、それぞ
れ切換えると共に前記被空調空間Ｓの暖房時において予め設定した外気温度に対して前記
外気が高温又は低温の場合に前記供給水温を前記高温のときは３４～３６℃に、前記低温
のときは３９～４１℃に、それぞれ切換える供給水温制御部（１５）を、備え、
　前記第１空調機（１ａ）が、前記循環水の流通で前記空調用空気を冷却又は加熱する第
１処理を行う第１熱交換器（３５）と、前記循環水の流通で前記空調用空気を冷却又は加
熱する第２処理を行う第２熱交換器（３６）と、前記第１処理後の前記空調用空気と前記
第２処理後の前記空調用空気を前記被空調空間（Ｓ）へ供給する第１送風機（４６）と、
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前記循環水を前記第１熱交換器（３５）に流通させてから前記第２熱交換器（３６）に流
通させる第１水路（３７）と、前記第１水路（３７）から分岐して前記第１処理後の前記
循環水を前記第２熱交換器（３６）を通さずに迂回させるバイパス水路（３８）と、前記
循環水の流通量を変動させて前記第１熱交換器（３５）の前記第１処理の能力を調整する
第１水量調整弁（３９）と、前記第２熱交換器（３６）と前記バイパス水路（３８）の前
記循環水の流通量の配分を変動させて前記第２熱交換器（３６）の前記第２処理の能力を
調整する第２水量調整弁（４０）と、を備え、
　前記第１空調機制御装置（２ａ）が、前記被空調空間（Ｓ）の空調負荷が大きければ前
記第１処理と前記第２処理を両方行う運転に、前記被空調空間（Ｓ）の空調負荷が小さけ
れば前記第１処理のみを行う運転に、切換えて前記被空調空間（Ｓ）を冷房又は暖房する
能力を制御する第１空調能力制御部（５９）を、備えたことを特徴とする空気調和システ
ム。
【請求項２】
　循環水を循環させる水循環機器（６）を備え、熱源機制御装置（７）が、空調機（１）
への供給で生じる循環水の水温差が予め設定した水温差の範囲内を外れると前記水循環機
器（６）を制御して前記循環水の水速を調整することで熱源機出力の過不足を補償する熱
源機出力補償部（１６）を、備えた請求項１に記載の空気調和システム。
【請求項３】
　第１ヒートポンプ（２０）を有すると共に空調用空気と被空調空間（Ｓ）の空気とを前
記第１ヒートポンプ（２０）で熱交換させることで前記空調用空気を予冷又は予熱して空
調機（１）へ供給する外調機（３）を、備えた請求項１又は２に記載の空気調和システム
。
【請求項４】
　第１空調機（１ａ）が、第１熱交換器（３５）の風下で空調用空気を水の気化蒸発で加
湿する気化式の第１加湿器（４１）と、第２熱交換器（３６）の風下で前記空調用空気を
水の気化蒸発で加湿する気化式の第２加湿器（４２）と、を備えた請求項１から３のいず
れかに記載の空気調和システム。
【請求項５】
　第１空調機（１ａ）が、第１熱交換器（３５）と第２熱交換器（３６）の一方又は両方
の風下で空調用空気を蒸気で加湿する蒸気式の第３加湿器（４８）を備え、第１空調機制
御装置（２ａ）が、第１処理前の前記空調用空気と第２処理前の前記空調用空気の一方又
は両方の温度が前記被空調空間（Ｓ）の温度より低い場合に前記空調用空気を利用して前
記被空調空間（Ｓ）を冷房する第２外気冷房運転部（６０）を、備えた請求項１から３の
いずれかに記載の空気調和システム。
【請求項６】
　第１空調機制御装置（２ａ）が、第１処理に要する第１処理時エンタルピーと第２処理
に要する第２処理時エンタルピーとを比較して前記エンタルピーが小さい処理の空調用空
気の風量を多くして前記第１空調機（１ａ）の空調負荷を下げる第１空調能力補償部（５
８）を、備えた請求項１から５のいずれかに記載の空気調和システム。
【請求項７】
　複数の空調機（１）のうちの第２の空調機（１ｂ）が、循環水の流通で空調用空気を冷
却又は加熱する第３処理を行う第３熱交換器（６２）と、冷媒の流通で前記空調用空気を
冷却又は加熱する第４処理を行う第４熱交換器（６３）と、前記冷媒と前記循環水を熱交
換する第５熱交換器（６４）と、前記第４処理の冷却と加熱を切換えて前記第４処理の能
力を調整するように構成された前記第４熱交換器（６３）と前記第５熱交換器（６４）と
圧縮機（７６）とを有する第２ヒートポンプ（６５）と、前記第３処理後の前記空調用空
気と前記第４処理後の前記空調用空気を被空調空間（Ｓ）へ供給する第２送風機（７４）
と、前記第３処理前の前記循環水を前記第３熱交換器（６２）に流通させる第２水路（６
６）と、前記第２水路（６６）から分岐して前記第３処理前の前記循環水を前記第５熱交
換器（６４）に流通させる第３水路（６７）と、前記第２水路（６６）と前記第３水路（



(3) JP 6425750 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

６７）の前記循環水の流通量の配分を変動させて前記第３熱交換器（６２）の前記第３処
理の能力を調整する第３水量調整弁（６８）と、を備えた請求項１から６のいずれかに記
載の空気調和システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気調和システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　熱交換用の循環水を空調エネルギーとして用いる空気調和システムは、循環水の温度を
調整する熱源機と、循環水が流れる熱交換器で空調用空気の給気温度を調整して被空調空
間の空調を行う空調機と、空調機および熱源機に循環水を循環させる水循環機器などで構
成している。空調機の熱交換器で空調用空気に対して吸熱または放熱して設定水温から外
れた循環水は、熱源機によって冷却または加熱することで設定水温に調整している。そし
て、被空調空間の空調負荷に応じて熱源機の供給水温を変動させる中央制御方式で熱源機
の省エネを図っている。
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－８５０１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような中央制御方式では、被空調空間の空調負荷を計測するためのセンサ類や、熱
源機の制御装置と空調機の制御装置との通信機器が必要で、制御が複雑となり計装工事な
どの設備コストが高くなる。また、空調機は外気と還気を混合した後、熱交換器で冷却や
除湿、加熱などを行っている。このような方式の空調機では、例えば夏期の冷房運転の場
合、冷却除湿後に再熱しなければ給気の湿度制御ができない。そのため、再熱するエネル
ギーが必要なうえに、冷水と温水を同時に流す４管式の設備が必要となり設備コストと運
転コストが高くなる。また、冬期でも冷房運転を必要とする場合、４管式の設備が必要と
なり設備コストと運転コストが高くなる問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は上記課題を解決するため、空調用空気を被空調空間に供給して冷房又は暖房す
る空調機と、前記空調機を制御して前記空調用空気を前記冷房又は前記暖房に適した空気
状態に調整する空調機制御装置と、前記空調用空気の空気状態の調整のために前記空調機
に供給される循環水の供給水温を調整する熱源機と、前記空調機制御装置から独立した制
御装置であって前記循環水の前記供給水温を外気負荷の変動に応じて自動的に可変調整す
る熱源機制御装置と、を備えたことを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１の発明によれば、通常、外気負荷である屋外の温度と湿度に比例して被空調空
間の空調負荷は変動するので、外気負荷が少ないと被空調空間の空調負荷も少ないと予測
できる。それを利用して、空調機への循環水の供給水温を、夏期は上げて冬期は下げれば
、熱源機の消費エネルギーが減って省エネを図れる。複雑でコストの掛かる中央制御方式
を用いずに、制御を空調機側と熱源機側に完全分離し独立させているため、計装工事が簡
略化され保守管理が楽となる。
【０００７】
　また、空調用空気である外気を第１熱交換器で冷却除湿し、空調用空気である還気を第
２熱交換器で除湿せずに冷却すれば、２管式で外気負荷（潜熱）と室内負荷（顕熱）を個
別に処理して再熱効果を得られ、再熱エネルギー分が省エネとなる。２管式なので熱源機
や循環水の配管設備が簡略化されて省エネ、省コストとなる。第１熱交換器の第１処理後
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の循環水で第２熱交換器の第２処理を行って循環水の水温差を拡大しているので、熱源機
の運転効率が良くなり省エネとなる。第１水路とバイパス水路を構成する配管長と、第１
水量調整弁及び第２水量調整弁の数を最小限に抑えて空調システムを簡略化し、コストダ
ウンできる。被空調空間の空調負荷が大きければ第１処理と第２処理を両方行う運転とし
、小さければ第１処理のみを行う運転とすることで、空調用空気を冷房又は暖房に適した
空気状態に調整する制御範囲が広がる。したがって、被空調空間の空調負荷と外気負荷が
アンバランスになって熱源機から空調機へのエネルギー供給に過不足がでても、被空調空
間に対して安定した空調が行える。
【０００８】
　請求項２の発明によれば、空調機による熱交換で生じた循環水の水温差が、予め設定し
た水温差の範囲内を外れると、空調機に供給する循環水のエネルギーに過不足がでている
ことになる。それを利用して、予め設定した水温差の範囲を超えた場合は循環水の水速を
上げ、水温差の範囲に満たない場合は循環水の水速を下げることで熱源機出力の過不足を
補える。制御を空調機側と熱源機側に完全分離し独立させていても、熱源機から空調機へ
のエネルギー供給が安定し、快適性の維持と省エネを図れる。
【０００９】
　請求項３の発明によれば、被空調空間の排気熱を利用して空調機に供給される空調用空
気を予冷又は予熱するので、空調機で処理する空調負荷が減って省エネとなる。外調機が
ヒートポンプ式なのでエネルギー消費効率が高く省エネとなる。
【００１２】
　請求項４の発明によれば、２つの気化式加湿器で加湿するので加湿不足とならず快適な
環境となる。循環水の流通量を増やさずに２つの気化式加湿器の気化冷却を利用して冷や
せるので省エネとなる。
【００１３】
　請求項５の発明によれば、冬期に被空調空間の方角などによって寒暖差が生じても、２
管式で暖房と外気冷房を自由に切換して快適性の向上を図れる。２管式なので熱源機や循
環水の配管設備が簡略化されて省エネ、省コストとなる。蒸気式加湿器で加湿するので加
湿不足とならず快適な環境となる。
【００１４】
　請求項６の発明によれば、空調用空気の冷却又は加熱に要するエンタルピーが小さい方
の処理の風量を多くして空調負荷を減らすことで省エネを図れる。したがって、被空調空
間の空調負荷と外気負荷がアンバランスになって熱源機から空調機へのエネルギー供給に
過不足がでても、被空調空間に対して安定した空調が行える。
【００１５】
　請求項７の発明によれば、空調用空気である外気を第３熱交換器で冷却除湿し、空調用
空気である還気を第４熱交換器で除湿せずに冷却すれば、２管式で外気負荷（潜熱）と室
内負荷（顕熱）を個別に処理して再熱効果を得られ、再熱エネルギー分が省エネとなる。
２管式なので熱源機や循環水の配管設備が簡略化されて省エネ、省コストとなる。第２水
路と第３水路を構成する配管長と、第３水量調整弁の数を最小限に抑えて空調システムを
簡略化し、コストダウンできる。被空調空間の方角などによって寒暖差が生じても、循環
水の温度にかかわらず第２ヒートポンプで暖房と冷房を自由に切換して空調でき快適性の
向上を図れる。
【実施例】
【００１６】
　図１～図７は本発明の空気調和システムを示し、この空気調和システムは、空調機１、
空調機制御装置２、外調機３、外調機制御装置４、熱源機５、水循環機器６及び熱源機制
御装置７を備えている。建物の室内やホールなどの被空調空間Ｓと、屋外と、空調機１と
、外調機３と、は図示省略のダクトで連結され、給気（ＳＡ）、外気（ＯＡ）、還気（Ｒ
Ａ）及び排気（ＥＡ）が相互に送風される。各図において実線の太い矢印は気流方向を示
す。
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【００１７】
　空調機１は、空調用空気の給気を被空調空間Ｓへ供給して冷房又は暖房するように構成
する。外調機３は、外気を予冷又は予熱して空調機１へ供給し、被空調空間Ｓの空気を屋
外に排気するように構成する。空調機制御装置２は、被空調空間Ｓの空調負荷の変動に応
じて空調機１を制御して空調用空気を冷房又は暖房に適した空気状態（温度及び湿度）に
調整するように構成する。
【００１８】
　熱源機５は、空調用空気の空気状態の調整のために空調機１に供給される循環水の供給
水温を調整するように構成する。水循環機器６は、循環水を熱源機５と空調機１に対して
循環させるように構成した水循環配管８と、水循環配管８の循環水の水速や送水量を可変
できる機能を有する送水ポンプ９と、を備えている。熱源機制御装置７は、空調機制御装
置２から独立した制御装置であって熱源機５を制御して循環水を外気負荷の状態に応じた
供給水温に切換えるように構成する。
【００１９】
　熱源機制御装置７は、外気の温度及び湿度を検出する外気温湿度検出器１０と、空調機
１への循環水の供給水温を検出する供給水温検出器１１と、空調機１から熱源機５に戻っ
てきた循環水の戻り水温を検出する戻り水温検出器１２と、水循環配管８の水速や送水量
を検出する送水検出器１３と、送水制御部１４と、供給水温制御部１５と、熱源機出力補
償部１６と、を備えている。熱源機制御装置７はマイクロプロセッサ、各種センサー、そ
の他の制御機器で構成する。
【００２０】
　送水制御部１４は、送水ポンプ９の回転数を制御して水速や送水量を調整するように構
成する。供給水温制御部１５は、予め設定した外気温度及び外気湿度と、外気温湿度検出
器１０で検出された外気温度及び外気湿度と、を比較する。その結果に応じて、循環水の
供給水温を切換える。具体的には、被空調空間Ｓの冷房時において予め設定した外気温度
及び外気湿度に対して外気が高温高湿、低温高湿、高温低湿又は低温低湿のいずれかの場
合に供給水温を高温高湿のときは６～７℃に、低温高湿のときは７～８℃に、高温低湿の
ときは８～９℃に、低温低湿のときは９～１０℃に、それぞれ切換えると共に、被空調空
間Ｓの暖房時において予め設定した外気温度に対して外気が高温又は低温の場合に供給水
温を高温のときは３４～３６℃に、低温のときは３９～４１℃に、それぞれ切換える。
【００２１】
　被空調空間Ｓの冷房時の予め設定した外気温度及び外気湿度は、例えば乾球温度２８℃
で絶対湿度が０．０１１ｋｇ／ｋｇ（ＤＡ）とする。被空調空間Ｓの暖房時の予め設定し
た外気温度は、例えば乾球温度１３℃とする。なお、上述の供給水温と予め設定した外気
温度及び外気湿度は一例で、これに限定されるものではなく設定変更は自由である。
【００２２】
　熱源機出力補償部１６は、空調機１への供給で生じる循環水の水温差（熱源機５から空
調機１に供給された循環水と空調機１から熱源機５に戻ってきた循環水の水温差）が予め
設定した水温差の範囲（例えば６～１０℃）内を外れると水循環機器６を制御して循環水
の水速を調整することで熱源機出力の過不足を補償するように構成する。循環水の水温差
は、供給水温検出器１１と戻り水温検出器１２で検出された水温から演算して、予め設定
した水温差の範囲と比較する。予め設定した水温差の範囲を超えた場合は循環水の水速や
送水量を上げ、水温差の範囲に満たない場合は循環水の水速や送水量を下げるように構成
する。
【００２３】
　図２に示すように、外調機３は、第１ヒートポンプ２０、加湿器２１、一対の送風機２
２、混合ダンパ２３及びケーシング２４を備えている。第１ヒートポンプ２０は、空調用
空気の外気と被空調空間Ｓの空気とを熱交換させることで外気を予冷（冷却）又は予熱（
加熱）する。送風機２２は、外気を空調機１に給気し、被空調空間Ｓの空気を屋外に排気
する。混合ダンパ２３は、第１ヒートポンプ２０で冷却又は加熱される前の外気に被空調
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空間Ｓの空気を混合させて予冷又は予熱するように構成する。
【００２４】
　第１ヒートポンプ２０は、循環冷媒に対して圧縮・凝縮・膨張・蒸発の工程順を繰返し
、この循環冷媒と熱交換する外気と排気に対して冷媒蒸発工程で吸熱を冷媒凝縮工程で放
熱を各々行うもので、循環冷媒の蒸発工程と凝縮工程であって互いに異なる工程を担う第
７熱交換器２５及び第８熱交換器２７と、圧縮機２７と、循環冷媒を膨張させる膨張弁等
の減圧機構２８と、第７熱交換器２５及び第８熱交換器２７の蒸発工程と凝縮工程を切換
えるバルブ等の切換機構２９と、を少なくとも備え、これらを冷媒が循環するように配管
接続して構成する。
【００２５】
　第１ヒートポンプ２０は排気（被空調空間Ｓの空気）を空気熱源とする空冷ヒートポン
プで、送風機２２によって第８熱交換器２７に排気を送り冷媒と熱交換する。第１ヒート
ポンプ２０は、いわゆる室内外一体形で天井内に設置する。図例では第１ヒートポンプ２
０、加湿器２１及び送風機２２をケーシング２４内に設けているが、混合ダンパ２３もケ
ーシング２４内に設けてもよい。
【００２６】
　外調機制御装置４ａは、少なくとも風量制御部３０、加湿制御部３１及び圧縮機制御部
３２を備えている。外調機制御装置４ａはマイクロプロセッサ、各種センサー、その他の
制御機器で構成する。風量制御部３０は、送風機２２の回転数と、混合ダンパ２３のダン
パ開度と、を制御して外気、還気及び排気の風量を調整するように構成する。加湿制御部
３１は、加湿器２１を制御して外気への加湿量を調整するように構成する。圧縮機制御部
３２は、圧縮機２７の回転数を制御して冷却又は加熱する能力を調整するように構成する
。
【００２７】
　図３は複数の空調機１のうちの第１の空調機１ａを示している。この第１の空調機１ａ
は、第１熱交換器３５、第２熱交換器３６、第１水路３７、バイパス水路３８、第１水量
調整弁３９、第２水量調整弁４０、第１加湿器４１、第２加湿器４２、第１ダンパ４３、
第２ダンパ４４、第３ダンパ４５、第１送風機４６及びケーシング４７を備えている。図
例では第１熱交換器３５、第２熱交換器３６、第１加湿器４１、第２加湿器４２及び第１
送風機４６をケーシング４７内に設けているが、空調機制御装置２ａ、第１水路３７、バ
イパス水路３８、第１水量調整弁３９、第２水量調整弁４０、第１ダンパ４３、第２ダン
パ４４及び第３ダンパ４５もケーシング４７内に設けてもよい。
【００２８】
　第１熱交換器３５は、循環水の流通で空調用空気の外気を冷却又は加熱する第１処理を
行うように構成する。第２熱交換器３６は、循環水の流通で空調用空気の還気を冷却又は
加熱する第２処理を行うように構成する。第１水路３７は、循環水を第１熱交換器３５に
流通させてから第２熱交換器３６に流通させるように水配管を設けて構成する。バイパス
水路３８は、第１水路３７から分岐して第１処理後の循環水を第２熱交換器３６を通さず
に迂回させるように水配管を設けて構成する。
【００２９】
　第１水量調整弁３９は、第１処理前の循環水の流通量を変動させて第１熱交換器３５の
第１処理の能力を調整するように水量比例変動方式の二方弁で構成する。第２水量調整弁
４０は、第１水路３７とバイパス水路３８の循環水の流通量の配分を変動させて第２熱交
換器３６の第２処理の能力を調整するように水量比例変動方式の三方弁で構成する。この
第２水量調整弁４０は、第１水路３７とバイパス水路３８の一方に全量流れて他方は流れ
ないように切換える三方弁で構成してもよい。
【００３０】
　第１加湿器４１は、第１熱交換器３５の風下で空調用空気の外気を水の気化蒸発で加湿
する気化式とする。第２加湿器４２は、第２熱交換器３６の風下で空調用空気の還気を水
の気化蒸発で加湿する気化式とする。第１ダンパ４３は、第１の空調機１ａに取入れる空
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調用空気の外気量を増減調整する。第２ダンパ４４と第３ダンパ４５は、第１の空調機１
ａに取入れる空調用空気の還気量を増減調整する。第１送風機４６は、被空調空間Ｓへの
空調用空気の給気量を増減調整する。第１送風機４６によって、第１ダンパ４３から取入
れられた外気と第３ダンパ４５から取入れられた還気は第１熱交換器３５を通り、かつ、
第２ダンパ４４から取入れられた還気は第２熱交換器３６を通って、互いに混ざり合って
被空調空間Ｓへ送られる。第１ダンパ４３から取入れられる外気量は、被空調空間Ｓの二
酸化炭素濃度が予め設定された範囲になるように調整される。
【００３１】
　図４に示すように、第１熱交換器３５は、一般的なプレートフィンコイルと同様に伝熱
板１８の群に伝熱管１９の群を挿着して構成する。伝熱管１９の内部に循環水を流し、伝
熱管１９及び伝熱板１８に空調用空気を接触させることで、空調用空気と循環水を熱交換
する。第２熱交換器３６、第７熱交換器２５及び第８熱交換器２７も第１熱交換器３５と
同様に構成するが、第７熱交換器２５及び第８熱交換器２７は、伝熱管１９の内部に冷媒
を流して空調用空気と熱交換する。これにより空調用空気は冷風又は温風となり空調機１
及び被空調空間Ｓに供給される。
【００３２】
　図３に示すように、第１の空調機１ａの空調機制御装置２ａは、外気の温度及び湿度を
検出する外気温湿度検出器５０、還気の温度及び湿度を検出する還気温湿度検出器５１、
空調機１ａの給気の温度及び湿度を検出する給気温湿度検出器５２、風量制御部５３、水
量制御部５４、加湿制御部５５、第１外気冷房運転部５６、第１冷房能力補償部５７、第
１空調能力補償部５８及び第１空調能力制御部５９を備えている。空調機制御装置２ａは
マイクロプロセッサ、各種センサー、その他の制御機器で構成する。
【００３３】
　風量制御部５３は、空調機１ａの第１送風機４６の回転数と、第１ダンパ４３のダンパ
開度と、第２ダンパ４４のダンパ開度と、第３ダンパ４５のダンパ開度と、を制御して外
気、還気及び給気の各風量を調整するように構成する。水量制御部５４は、第１水量調整
弁３９と、第２水量調整弁４０と、を制御して第１熱交換器３５及び第２熱交換器３６の
循環水の各流通量を調整するように構成する。加湿制御部５５は、第１加湿器４１と第２
加湿器４２の加湿水量を制御して外気及び還気への各加湿量を調整するように構成する。
【００３４】
　第１外気冷房運転部５６は、外気温湿度検出器５０で検出された第１処理前の空調用空
気と第２処理前の空調用空気の一方又は両方の温度が還気温湿度検出器５１で検出された
被空調空間Ｓの温度より低い場合に、空調用空気を利用して被空調空間Ｓを冷房するよう
に構成する。この場合、第１加湿器４１と第２加湿器４２の一方又は両方で空調用空気を
気化冷却して冷房負荷を減らすこともできる。第１冷房能力補償部５７は、除湿を伴わな
い冷却の第１処理後に、第２加湿器４２で還気を加湿することで気化冷却して、第１の空
調機１ａの冷房負荷を下げるように構成する。
【００３５】
　第１空調能力補償部５８は、第１処理に要する第１処理時エンタルピーと第２処理に要
する第２処理時エンタルピーとを比較して前記エンタルピーが小さい処理の空調用空気の
風量を多くして第１の空調機１ａの空調負荷を下げるように構成する。ここで、第１処理
時エンタルピーは、第１処理前の外気を予め設定された給気温度まで冷却又は加熱するの
に要するエンタルピーであり、第２処理時エンタルピーは、第２処理前の還気を予め設定
された給気温度まで冷却又は加熱するのに要するエンタルピーである。
【００３６】
　例えば、冷房運転時、第１処理時エンタルピーが第２処理時エンタルピーよりも小さい
場合、空調機１ａに取入れる空調用空気の外気の風量を増加させて空調（冷房）負荷を下
げる。第１処理時エンタルピーと第２処理時エンタルピーは、外気温湿度検出器５０、還
気温湿度検出器５１及び給気温湿度検出器５２で検出された温度及び湿度から演算して比
較する。その結果、第１処理時エンタルピーが第２処理時エンタルピーより小さい場合は
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、空調用空気の外気の風量が増加するように第１送風機４６の回転数、第１ダンパ４３の
ダンパ開度及び第２ダンパ４４のダンパ開度を適宜調整する。
【００３７】
　第１空調能力制御部５９は、被空調空間Ｓの空調負荷が大きければ第１処理と第２処理
を両方行う運転に、被空調空間Ｓの空調負荷が小さければ第１処理のみを行う運転に、切
換えて被空調空間Ｓを冷房又は暖房する能力を制御するように構成する。例えば、第１処
理のみ行っても被空調空間Ｓを冷房又は暖房する能力が不足する場合は、第２処理を併用
して能力不足を補う。
【００３８】
　この空調機１ａで夏期に除湿が必要な冷房運転をする場合、外調機３の第１ヒートポン
プ２０の第７熱交換器２５と第８熱交換器２７によって外気と排気を熱交換させて予冷し
た外気を、空調機１ａへ供給する。空調機１ａでは、外気を第１熱交換器３５で冷却除湿
して、第２熱交換器３６で除湿せずに冷却した還気と混合することで生じる再熱効果で、
目標の給気温度及び給気湿度に制御する。これにより、被空調空間Ｓを予め設定された温
度及び湿度に空調する。外気の除湿を伴わない冷房運転時には、第１加湿器４１と第２加
湿器４２の一方又は両方で空調用空気を気化冷却して省エネを図りながら冷房運転する。
【００３９】
　冬期に暖房運転する場合、外調機３の第１ヒートポンプ２０の第７熱交換器２５と第８
熱交換器２７によって外気と排気を熱交換させて予熱した外気を、空調機１ａへ供給する
。空調機１ａでは、外気を第１熱交換器３５で加熱し、還気を第２熱交換器３６で加熱し
、第１加湿器４１及び第２加湿器４２で加湿して、混合することで給気の温度及び湿度を
制御する。状況に応じて上述の冷房運転及び暖房運転時に、外調機３の混合ダンパ２３で
、第１ヒートポンプ２０で冷却又は加熱される前の外気に被空調空間Ｓの空気を混合させ
て予冷又は予熱する。なお、外調機３で外気を予冷又は予熱せずに空調機１ａで冷房運転
又は暖房運転してもよい。
【００４０】
　冬期に循環水が温水で冷房運転する場合、被空調空間Ｓの温度より低温の外気を外調機
３から空調機１ａに供給する。この外気を第１熱交換器３５で冷房に適した温度まで加熱
し、還気は第２熱交換器３６で加熱して又は加熱せずにそのまま、第１加湿器４１と第２
加湿器４２の一方又は両方で加湿して、被空調空間Ｓに供給する。
【００４１】
　図５は図３の空調機１ａの他の実施例を示している。この空調機１ａは、第１熱交換器
３５と第２熱交換器３６の一方又は両方（図例では第１熱交換器３５）の風下で空調用空
気を蒸気で加湿する蒸気式の第３加湿器４８を、備えている。第１の空調機制御装置２ａ
は、外気温湿度検出器５０で検出された第１処理前の空調用空気と第２処理前の空調用空
気の一方又は両方の温度が還気温湿度検出器５１で検出された被空調空間Ｓの温度より低
い場合に空調用空気を利用して被空調空間Ｓを冷房する第２外気冷房運転部６０を、備え
ている。その他の構成は図３の実施例と同様であるので説明は省略する。
【００４２】
　この空調機１ａで冬期に冷房運転する場合、被空調空間Ｓの温度より低温の外気を外調
機３から空調機１ａに供給する。この外気を第１熱交換器３５で冷房に適した温度まで加
熱して第３加湿器４８で蒸気加湿し、還気は第２熱交換器３６で加熱して又は加熱せずに
そのまま被空調空間Ｓに供給する。
【００４３】
　図６は複数の空調機１のうちの第２の空調機１ｂを示している。この第２の空調機１ｂ
は、第３熱交換器６２、第４熱交換器６３と第５熱交換器６４を有する第２ヒートポンプ
６５、第２水路６６、第３水路６７、第３水量調整弁６８、第４加湿器６９、第４ダンパ
７１、第５ダンパ７２、第６ダンパ７３、第２送風機７４及びケーシング７５を備えてい
る。図例では第３熱交換器６２、第２ヒートポンプ６５、第４加湿器６９、第５加湿器９
７及び第２送風機７４をケーシング７５内に設けているが、空調機制御装置２ｂ、第２水
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路６６、第３水路６７、第３水量調整弁６８、第４ダンパ７１、第５ダンパ７２及び第６
ダンパ７３もケーシング７５内に設けてもよい。
【００４４】
　第２ヒートポンプ６５は、循環冷媒に対して圧縮・凝縮・膨張・蒸発の工程順を繰返し
、この循環冷媒と熱交換する還気と循環水に対して冷媒蒸発工程で吸熱を冷媒凝縮工程で
放熱を各々行うもので、循環冷媒の蒸発工程と凝縮工程であって互いに異なる工程を担う
第４熱交換器６３及び第５熱交換器６４と、圧縮機７６と、循環冷媒を膨張させる膨張弁
等の減圧機構７７と、第４熱交換器６３及び第５熱交換器６４の蒸発工程と凝縮工程を切
換えるバルブ等の切換機構７８と、を少なくとも備え、これらを冷媒が循環するように配
管接続して構成する。
【００４５】
　第３熱交換器６２は、循環水の流通で空調用空気の外気を冷却又は加熱する第３処理を
行うように構成する。第４熱交換器６３は、冷媒の流通で空調用空気の還気を冷却又は加
熱する第４処理を行うように構成する。第２水路６６は、第３処理前の循環水を第３熱交
換器６２に流通させるように構成する。第３水路６７は、第２水路６６から分岐して第３
処理前の循環水を第５熱交換器６４に流通させるように構成する。
【００４６】
　第３水量調整弁６８は、第２水路６６と第３水路６７の循環水の流通量の配分を変動さ
せて第３熱交換器６２の第３処理の能力を調整するように水量比例変動方式の三方弁で構
成する。この第３水量調整弁６８は、第２水路６６と第３水路６７の一方に全量流れて他
方は流れないように切換える三方弁で構成してもよい。
【００４７】
　第４加湿器６９は、第３熱交換器６２の風下で蒸気で加湿する蒸気式とする。第４ダン
パ７１は、第２の空調機１ｂに取入れる空調用空気の外気量を増減調整する。第５ダンパ
７２と第６ダンパ７３は、第２の空調機１ｂに取入れる空調用空気の還気量を増減調整す
る。第２送風機７４は、被空調空間Ｓへの空調用空気の給気量を増減調整する。第２送風
機７４によって、第４ダンパ７１から取入れられた外気と第６ダンパ７３から取入れられ
た還気は第３熱交換器６２を通り、かつ、第５ダンパ７２から取入れられた還気は第４熱
交換器６３を通って、互いに混ざり合って被空調空間Ｓへ送られる。第４ダンパ７１から
取入れられる外気量は、被空調空間Ｓの二酸化炭素濃度が予め設定された範囲になるよう
に調整される。
【００４８】
　第３熱交換器６２は上述の第１熱交換器３５と同様に構成する。第４熱交換器６３は上
述の第７熱交換器２５と同様に構成する。第５熱交換器６４は、一般的なプレート式熱交
換器と同様に内部を伝熱板で区画して構成し、この伝熱板と伝熱板の間に循環水と冷媒を
交互に流し、伝熱板を介して、循環水と冷媒を熱交換する。
【００４９】
　第２の空調機１ｂの空調機制御装置２ｂは、外気の温度及び湿度を検出する外気温湿度
検出器８１、還気の温度及び湿度を検出する還気温湿度検出器８２、空調機１ｂの給気の
温度及び湿度を検出する給気温湿度検出器８３、風量制御部８４、水量制御部８５、加湿
制御部８６及び圧縮機制御部８７を備えている。空調機制御装置２ｂはマイクロプロセッ
サ、各種センサー、その他の制御機器で構成する。
【００５０】
　風量制御部８４は、空調機１ｂの第２送風機７４の回転数と、第４ダンパ７１のダンパ
開度と、第５ダンパ７２のダンパ開度と、第６ダンパ７３のダンパ開度と、を制御して外
気、還気及び給気の各風量を調整するように構成する。水量制御部８５は、第３水量調整
弁６８を制御して第３熱交換器６２及び第５熱交換器６４の循環水の各流通量を調整する
ように構成する。加湿制御部８６は、第４加湿器６９の蒸気発生量を制御して空調用空気
への加湿量を調整するように構成する。圧縮機制御部８７は、圧縮機７６の回転数を制御
して冷却又は加熱する能力を調整するように構成する。
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【００５１】
　この空調機１ｂで夏期に除湿が必要な冷房運転をする場合、外調機３の第１ヒートポン
プ２０の第７熱交換器２５と第８熱交換器２７によって外気と排気を熱交換させて予冷し
た外気を、空調機１ｂへ供給する。空調機１ｂでは、外気を第３熱交換器６２で冷却除湿
して、第４熱交換器６３で除湿せずに冷却した還気と混合することで生じる再熱効果で、
目標の給気温度及び給気湿度に制御する。これにより、被空調空間Ｓを予め設定された温
度及び湿度に空調する。
【００５２】
　冬期に暖房運転する場合、外調機３の第１ヒートポンプ２０の第７熱交換器２５と第８
熱交換器２７によって外気と排気を熱交換させて予熱した外気を、空調機１ｂへ供給する
。空調機１ｂでは、外気を第３熱交換器６２で加熱して第４加湿器６９で加湿し、還気を
第４熱交換器６３で加熱して、混合することで給気の温度及び湿度を制御する。状況に応
じて上述の冷房運転及び暖房運転時に、外調機３の混合ダンパ２３で、第１ヒートポンプ
２０で冷却又は加熱される前の外気に被空調空間Ｓの空気を混合させて予冷又は予熱する
。なお、外調機３で外気を予冷又は予熱せずに空調機１ｂで冷房運転又は暖房運転しても
よい。
【００５３】
　冬期に循環水が温水で冷房運転する場合、外調機３から空調機１ｂへ供給された外気を
、第３熱交換器６２で冷房に適した温度まで加熱して第４加湿器６９で蒸気加湿する。還
気は第２ヒートポンプ６５の第４熱交換器６３で冷房に適した温度まで冷却又は加熱して
、被空調空間Ｓに供給する。
【００５４】
　図７は複数の空調機１のうち第３の空調機１ｃを示している。この第３の空調機１ｃは
、第６熱交換器９４、第４水路９５、第４水量調整弁９６、第５加湿器９７、第７ダンパ
９８、第８ダンパ９９、第３送風機１００及びケーシング１０１を備えている。図例では
第６熱交換器９４、第５加湿器９７及び第３送風機１００をケーシング１０１内に設けて
いるが、空調機制御装置２ｃ、第４水路９５、第４水量調整弁９６、第７ダンパ９８及び
第８ダンパ９９もケーシング１０１内に設けてもよい。
【００５５】
　第６熱交換器９４は、循環水の流通で空調用空気の外気と還気を冷却又は加熱する第５
処理を行うように構成する。第４水路９５は、循環水を第６熱交換器９４に流通させるよ
うに水配管を設けて構成する。第４水量調整弁９６は、循環水の流通量を変動させて第６
熱交換器９４の冷却又は加熱する能力を調整するように水量比例変動方式の二方弁で構成
する。
【００５６】
　第５加湿器９７は、第６熱交換器９４の風下で空調用空気を蒸気で加湿する蒸気式とす
る。第７ダンパ９８は、第３の空調機１ｃに取入れる空調用空気の外気量を増減調整する
。第８ダンパ９９は、第３の空調機１ｃに取入れる空調用空気の還気量を増減調整する。
第３送風機１００は、被空調空間Ｓへの空調用空気の給気量を増減調整する。第３送風機
１００によって、第７ダンパ９８から取入れられた外気と第８ダンパ９９から取入れられ
た還気は互いに混ざり合って第６熱交換器９４を通って被空調空間Ｓへ送られる。第７ダ
ンパ９８から取入れられる外気量は、被空調空間Ｓの二酸化炭素濃度が予め設定された範
囲になるように調整される。
【００５７】
　第３の空調機１ｃの空調機制御装置２ｃは、外気の温度及び湿度を検出する外気温湿度
検出器１０２、還気の温度及び湿度を検出する還気温湿度検出器１０３、空調機１ｃの給
気の温度及び湿度を検出する給気温湿度検出器１０４、風量制御部１０５、水量制御部１
０６、加湿制御部１０７及び第５外気冷房運転部１０８を備えている。空調機制御装置２
ｃはマイクロプロセッサ、各種センサー、その他の制御機器で構成する。
【００５８】
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　風量制御部１０５は、空調機１ｃの第３送風機１００の回転数と、第７ダンパ９８のダ
ンパ開度と、第８ダンパ９９のダンパ開度と、を制御して外気、還気及び給気の各風量を
調整するように構成する。水量制御部１０６は、第４水量調整弁９６の弁開度を制御して
第６熱交換器９４の循環水の流通量を調整するように構成する。加湿制御部１０７は、第
５加湿器９７の蒸気発生量を制御して外気及び還気への加湿量を調整するように構成する
。
【００５９】
　第５外気冷房運転部１０８は、外気温湿度検出器１０２で検出された第５処理前の空調
用空気の温度が還気温湿度検出器１０３で検出された被空調空間Ｓの温度より低い場合に
空調用空気を利用して被空調空間Ｓを冷房するように構成する。冬期に循環水が温水で冷
房運転する場合、被空調空間Ｓの温度より低温の外気を外調機３から空調機１ａに供給す
る。この外気と還気を第６熱交換器９４で加熱して冷房に適した温度にし、第５加湿器９
７で蒸気加湿して、被空調空間Ｓに供給する。
【００６０】
　なお、本発明は上述の実施例に限定されない。熱源機５は、ヒートポンプ式チラーや吸
収式など各種のものが適用可能である。外調機３、混合ダンパ２３、第３ダンパ４５、第
６ダンパ７３は省略してもよい。第１水量調整弁３９、第２水量調整弁４０、第３水量調
整弁６８及び第４水量調整弁９６は二方弁や三方弁以外でもよい。上述の実施例の説明に
おいて空調用空気の外気を還気と、還気を外気と、各々読替えて構成したものとするも自
由である。
【００６１】
　また、第１加湿器４１、第２加湿器４２、第３加湿器４８、第４加湿器６９及び第５加
湿器９７の一部又は全部を、気化式加湿器と蒸気式加湿器を両方有するもので構成しても
よい。たとえば、空調用空気に対して、先ずエネルギー消費の少ない気化式加湿器で加湿
し、気化式加湿器で加湿不足となる場合には、その不足分のみを蒸気加湿器で最低限加湿
することで、加湿精度向上と消費エネルギー削減の両立を図れる。水循環配管８はダイレ
クトレターン方式、リバースレターン方式やこれらの併用方式など各種の方式に変更自由
である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の空気調和システムの全体構成を示す説明図である。
【図２】外調機の内部構成を示す簡略説明図である。
【図３】第１の空調機の内部構成を示す簡略説明図である。
【図４】熱交換器の簡略説明図である。
【図５】第１の空調機の他の実施例を示す簡略説明図である。
【図６】第２の空調機の内部構成を示す簡略説明図である。
【図７】第３の空調機の内部構成を示す簡略説明図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　空調機
　２　空調機制御装置
　３　外調機
　５　熱源機
　６　水循環機器
　７　熱源機制御装置
　１６　熱源機出力補償部
　２０　第１ヒートポンプ
　３５　第１熱交換器
　３６　第２熱交換器
　３７　第１水路
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　３８　バイパス水路
　３９　第１水量調整弁
　４０　第２水量調整弁
　４１　第１加湿器
　４２　第２加湿器
　４６　第１送風機
　４８　第３加湿器
　５６　第１外気冷房運転部
　５７　第１冷房能力補償部
　５８　第１空調能力補償部
　５９　第１空調能力制御部
　６０　第２外気冷房運転部
　６２　第３熱交換器
　６３　第４熱交換器
　６４　第５熱交換器
　６５　第２ヒートポンプ
　６６　第２水路
　６７　第３水路
　６８　第３水量調整弁
　６９　第４加湿器
　７４　第２送風機
　７６　圧縮機
　９４　第６熱交換器
　９５　第４水路
　９６　第４水量調整弁
　９７　第５加湿器
　１００　第３送風機
　１０８　第５外気冷房運転部
　Ｓ　　被空調空間
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