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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱及び湿気の交換方法であって、
　空気流が通過するように直列する少なくとも２個の区間のそれぞれにおいて空気流と交
換体中の液体乾燥剤とを接触させ；
　該区間のそれぞれについて、各区間で共通の熱伝達流体が供給される外部熱伝達源を使
用して、該交換体に対して外部で乾燥剤の温度を調節し、前記外部熱伝達源への前記共通
の熱伝達流体を各区間にて同じ温度で与え；
　区間と区間の間において、区間と区間を接続する管もしくは側流を介して該乾燥剤を該
空気流の流れに対して逆流させ、それによって、各区間で空気の湿度を該乾燥剤との接触
によって変化させ、各区間での濃度が前の区間における乾燥剤の濃度とは明らかに異なる
こと
を含む方法。
【請求項２】
　前記交換体が吸収体であり；前記熱及び湿気の交換が空気流を冷却及び除湿することを
含み；前記外部熱伝達源は、共通の熱伝達流体が冷却流体である冷却源であり；前記乾燥
剤の温度を調節することが該乾燥剤を冷却することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記乾燥剤の流れを、前記空気流の到達温度とは９度Ｆ（５℃）以下異なる温度で冷却
源から熱を伝達し、該空気流が２２Ｂｔｕ／ｌｂ（５１ｋＪ／ｋｇ）未満の最終エンタル
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ピーを有するように熱交換器を介して圧送することをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記乾燥剤の流れを、最終空気流の相対湿度が該乾燥剤の濃度と平衡状態での空気流の
相対湿度とは２％以下異なるように調節することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記乾燥剤の流れを、前記空気流が３０％未満の最終相対湿度を有する程度に十分に濃
縮するように再生器を介して調節することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記交換体が蒸発器であり、前記熱及び湿気交換が前記乾燥剤の水分含有量を減少させ
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記乾燥剤が該乾燥剤についての飽和濃度の３％以内の最終相対湿度を有する、請求項
６に記載の方法。
【請求項８】
　前記加熱源が周囲空気温度とは４０度Ｆ（２２℃）以下異なる、請求項６に記載の方法
。
【請求項９】
　前記方法により生成された濃縮乾燥剤と接触する空気流の平衡相対湿度が、入ってくる
空気流の相対湿度の２％を超えない、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記交換体が蒸発器であり；前記熱及び湿気交換が前記空気流を暖めかつ加湿すること
を含み；前記外部熱伝達源は、共通の熱伝達流体が加熱流体である加熱源であり；前記乾
燥剤の温度を調節することが該乾燥剤を加熱することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記外部加熱源の温度が前記空気流の最高温度よりも上の２０度Ｆ（１１℃）を超えな
い、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記加熱及び加湿空気流を空調空間に供給し、該加熱及び加湿方法における再利用のた
めに該空調空間からの排気空気流から熱及び湿気を回収することをさらに含む、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記空気流が少なくとも２５％の最終相対湿度を有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記空気流を接触させることと前記乾燥剤を冷却することとの間において、各区間内に
おいて前記乾燥剤を再循環させることをさらに含み、交換体を通る流量は、各流体流れの
レイノルズ数が３００よりも大きいようなものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　装置に通される空気流と、外部エネルギー流体源と、液体乾燥剤流れとの間での熱及び
湿気の交換のための装置であって、
　少なくとも２個の別個の、空気流が通過するように直列に配列され接続されたモジュー
ルを備え、各モジュールは、液体乾燥剤を通す管もしくは側流を介して互いに接続されて
おり、
　各モジュールは、
　　液体乾燥剤と空気とを接触させるための吸収器又は蒸発器と、
　　該吸収器又は蒸発器にわたって液体乾燥剤を分配するための液体乾燥剤ディストリビ
ュータと、
　　該外部エネルギー流体源からの流体により該液体乾燥剤を冷却又は加熱するための、
該吸収器又は蒸発器の外部にある熱交換器であって、前記外部エネルギー流体源から前記
熱交換器へと与えられる前記流体の温度が各モジュールにおいて同じ温度である熱交換器
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と、
　　該吸収器又は蒸発器と該熱交換器との間に液体乾燥剤を再循環するように動作するポ
ンプと、
　　該空気流を該吸収器又は蒸発器に導くための外部シェルと、
　　該吸収器又は蒸発器にわたって分配される該液体乾燥剤を収集するための、該吸収器
又は蒸発器の下にあるサンプと
を備える装置。
【請求項１６】
　液体乾燥剤を隣接するモジュール間に流すダクト又はポンプと、液体乾燥剤を第１モジ
ュールから除去するように動作できるポンプと、液体乾燥剤を最後のモジュールに供給す
るように動作できるポンプと、該第１モジュールから該最後のモジュールまでの方向に空
気流を流すように動作できるインペラとをさらに備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置の第２のものをさらに備え、前記ポンプが、前記液体乾燥剤を前記装置の第１
のものの第１モジュールから該装置の第２のものの最後のモジュールに流し、該装置の第
２のものの第１モジュールから該装置の第１のものの最後のモジュールに流すように動作
できる、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記モジュールが、該モジュールの数を、異なる外部設計条件と異なる外部加熱及び冷
却流体温度とに適応するように増加又は減少させることができるように多数のモジュール
を介して気密流れ及び液密乾燥剤流れを与えるように連結されている、請求項１５に記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、空調、加湿及び除湿に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　多くの既存の空気調節システムの大きな欠点は、健康上の理由のため、アメリカ暖房冷
凍空調学会（ＡＳＨＲＡＥ）規格（米国では必須）が要求する、かなりの量の外気に関連
する高レベルの湿気などの高レベルの湿気を除去することができないことである。この問
題を経済的に解決するために多数の乾燥剤系が試みられてきたが、いずれも高い市場参入
度には至っていない。
【０００３】
　暖房及び冷房のために建物で使用されるエネルギーは、米国で使用される全エネルギー
の３０％超を占める。このエネルギーの多くは化石燃料源由来であり、化石燃料の使用量
のレベルは、現在、多くの懸念をもたらしている。特に、空調はほぼ完全に電気によって
動力供給されており、そのほとんどが化石燃料由来である。また、空調のために使用され
る電力は、高レベルの高価なピーク発電プラント能力を必要とする消費電力の大きなピー
クにも寄与する。したがって、空調が電力使用に極めて効率的である又は非電気的若しく
は非化石燃料源によって電力供給される場合に望ましいと考えられる。
【０００４】
　コンプレッサによる空調は、湿度の高い気候では空気から湿気の一部しか除去すること
ができない。これにより、過剰設備能力を設けることになり、除湿のための冷却温度が低
くなり、建物に供給された空気を再加熱する必要性が生じることになる。これらの要因の
両方は、かなりの電力使用量及びエネルギー浪費を必要とする。米国エネルギー省は、こ
れが空調に使用されるエネルギーの６０％程度に高くなる可能性があることを示唆してい
る。供給される大量の一次エネルギー（全体的に約３１％）は廃熱を生じるが、これは以
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下に説明するエアコンなどの低温エネルギー用途のために収集及び使用できる。
【０００５】
　乾燥剤ベースの除湿機及びエアコンは、過去７５年間にわたって何度も市場に導入され
ているが、これらのものは、多くの理由のため十分には受け入れられていない。第一に、
これらのものは、購入するには高価であり、これらの使用によるエネルギー節約は、多く
の建物の所有者及び事業者に経済的と考えられる時間スケールで資本コストを返済するの
に十分なものではなかった。第二に、いくつかの液体乾燥剤システムは、液体乾燥剤の液
滴を空調スペースに持ち越す傾向があった（これは極めて望ましくない）。
【０００６】
　米国特許第５１２３４８１号（Ａｌｂｅｒｓ外）には、空冷及び除湿のプロセスについ
て記載されている。米国特許第５１２３４８１号において、Ａｌｂｅｒｓ外は、空気流中
にセクター及びパーティション又は熱交換器を使用して、水がヒートシンクとして蒸発す
る第２チャンバー内において熱を空気流に伝達することが記載されている。
【０００７】
　米国特許第４９８２７８２号、同５０２０３３５号及び同５０２０５８８号（Ａｌｂｅ
ｒｓ外）は、熱接続パーティション及び複数のガス流を使用する。
【０００８】
　Ｌｏｗｅｎｓｔｅｉｎの米国特許第５３５１４９７号は、乱流熱交換も複数のセクター
も使用しない低流量デシカントシステムを使用する。
【０００９】
　Ｈａｒｇｉｓの米国特許第８２６８０６０Ｂ２号には、液体乾燥剤とコンプレッサと熱
交換器とを使用する装置が記載されている。Ｈａｒｇｉｓは、乾燥剤流れを２つの構成要
素に分割しており、そのうちの１つのみが熱交換器に通されている。したがって、Ｈａｒ
ｇｉｓは、空気流れを、異なる相対湿度ではなく異なる温度である２つ（又はそれ以上）
の乾燥区間に暴露している。また、Ｈａｒｇｉｓは、建物からの乾燥機の排気ではなく外
部の空気流を使用して乾燥剤を再生している。
【００１０】
　Ｆｏｒｋｏｓｈは、液体乾燥剤と、通常ヒートシンク及び熱源を与えるためのコンプレ
ッサとを使用する米国特許第６４８７８７２号、同６４９４０５３号、同６５７５２２８
号及び同６９７６３６５号を保有する。Ｆｏｒｋｏｓｈは、除湿器又は再生器のいずれか
において単一のサンプを使用するため、乾燥剤は、単一濃度にまで混合する。したがって
、Ｆｏｒｋｏｓｈが記載する「区間（stages）」は、乾燥剤を異なる濃度に分離すること
を可能にするものではない。
【００１１】
　Ａｌｂｅｒｓ及びＹｕａｎは、コンプレッサ及び液体乾燥剤を使用する装置についての
米国特許出願ＵＳ２００５／０１０９０５２Ａ１号を出願した。この装置は異なるセクタ
ーを有するが、これらのセクターのそれぞれには別個の熱入力及び熱出力が配置されてい
ない。熱源（コンプレッサ）から熱及び質量移動物質（乾燥剤）への熱伝達はセクターの
１つでしか生じず、この方法の目的は、セクター間に乾燥剤の濃度勾配ではなく「温度勾
配」を誘導することであることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第５１２３４８１号明細書
【特許文献２】米国特許第４９８２７８２号明細書
【特許文献３】米国特許第５０２０３３５号明細書
【特許文献４】米国特許第５０２０５８８号明細書
【特許文献５】米国特許第５３５１４９７号明細書
【特許文献６】米国特許第８２６８０６０号明細書
【特許文献７】米国特許第６４８７８７２号明細書



(5) JP 6728130 B2 2020.7.22

10

20

30

40

50

【特許文献８】米国特許第６４９４０５３号明細書
【特許文献９】米国特許第６５７５２２８号明細書
【特許文献１０】米国特許第６９７６３６５号明細書
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００５／０１０９０５２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　低温再生熱源及びそれほど冷たくない冷却源の使用を可能にする除湿及び／又は空調装
置の要望がある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
概要
　空調装置の実施形態では、１００％外気とすることができる空気流は、多数のセクター
において濃度を徐々に変化させる液体乾燥剤と接触させることによって湿度制御される。
空気が所望よりも高い湿度の場合には、多数のセクターにおいて大きな濡れ表面積を有す
る媒体上に分配された濃縮液体乾燥剤との接触によって除湿される。空気が所望よりも低
い湿度の場合（冬季モード）には、水を空調装置内の乾燥剤に添加する。このデバイスに
供給される乾燥剤の濃度は、空調空間に供給される空気の湿度含有量を決める。熱交換器
に冷却流体を通すと、冷却乾燥剤との接触により空気が冷却される。したがって、全ての
季節において、空気の湿度及び温度を、空調装置に好適な加熱又は冷却流体及び好適な乾
燥剤濃度を供給することによって制御できる。
【００１５】
　冷却用流体を、空調装置の各セクター内の各熱交換器に並列に実質的に同じ温度で供給
して、乾燥剤から、すなわち処理した空気からの熱伝達を最大化する。これは、各セクタ
ーにおけるエンタルピー変化を最大化し、かつ、冷却流体が各熱交換器に直列に供給され
ている場合よりも低い熱源温度を使用することを可能にする。図１の湿り空気線図から明
らかなように、各セクターに必要なエンタルピーは、一様でない潜熱負荷による異なる負
荷のため相違してもよい。負荷が高いと、そのセクター内の乾燥剤の温度が上昇するため
、熱交換器を介したそのセクター内の冷却流体への熱伝達率が増加する。同様の議論が、
乾燥剤再生器内の各セクターのために共通の加熱源を使用する有効性にも当てはまる。
【００１６】
　記載した装置及び方法の一定の有効性に寄与する特徴は、空気が最初に最も希薄な乾燥
剤によって処理される複数のセクターへの集中による乾燥剤の分離である。これは、その
セクター内の温度上昇を引き起こす。そのセクター内における空気の除湿量は、湿り空気
線図の図１から分かるように、乾燥剤の濃度と、冷却流体によって除去できる熱の量とに
よって制限される。この空気は、乾燥剤がさらに濃縮される次のセクターに移動し、そし
て空気は乾燥剤濃度までさらに乾燥し、熱除去が可能になる。複数のセクターは、例えば
０．００４絶対湿度という低い空気湿度を達成することが要求され、達成できる絶対湿度
は、再生器から流出する乾燥剤の濃度（したがって、それに接触している空気の相対湿度
）によって制限される。再生器内又は冬期に空気を加熱及び加湿するために使用される装
置内では正反対のプロセスが生じる。再生器の動作を以下で検討し、そして乾燥剤の最大
濃度が加熱流体の温度によって制限されることを示す。
【００１７】
　以前に提案された上記空調装置のいくつかは、完全な乱流（少なくとも３００、好まし
くは５００以上のレイノルズ数）を生じさせない熱伝達仕切り又は他の熱交換器を使用す
るため、流体間の熱伝達の速度を制限する。熱交換器を本発明の装置及び方法で使用する
場合に、流体を設計速度で圧送して乱流を生じさせることで高い熱伝達係数が得られるた
め、熱交換器のサイズ及びコストが最小限に抑えられる。
【００１８】
　提案された方法は、一般に、装置のコストを高くするであろう高度に専門化した部品を
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必要とするのではなく、合理的なコストで得るのが比較的容易な部品を使用することがで
きる。
【００１９】
　提案された方法を使用する装置の性能を含む特許請求の範囲の意義は、他の方法では、
比較的高温の冷却源を使用しながら、冷却供給空気におけるこのような低湿度条件が達成
されない点にある。例えば、本発明の装置の実施形態を５０度Ｆ（１０℃）以下の冷却流
体が従来の空調装置で必要とされるであろう条件（例えば４３度Ｆ（６℃）が冷却システ
ムにおいて典型的である）で、６２度Ｆ（１７℃）の冷却液で動作させることが可能であ
ると考えられる。同様に、再生器の性能に関する特許請求の範囲の意義は、他の方法では
、比較的低温度の熱源を使用しながらこのような濃縮乾燥剤溶液が達成されない点にある
。これらの高い性能を達成する方法は、湿り空気線図の図１を参照することによって実証
できる。
【００２０】
　提案された方法は、温度が供給空気にかなり近い冷却流体を使用しながら（例えば９度
Ｆ（５℃）クーラー）、濃縮された液体乾燥剤と接触している空気の均衡水準に近い相対
湿度を有する空気流を空調空間に供給するのを可能にする。
【００２１】
　また、この方法は、同じ結果を達成するために大型で高価な装置又は高温のいずれかを
必要とする多くの他の方法と比較して、周囲温度よりも最小限に高く加熱される（例えば
、３０度Ｆ（１７℃）暖かい）気流によって液体乾燥剤を再濃縮するのを可能にする。
【００２２】
　実施形態では、乾燥剤の濃度を制御するために単純な制御装置が設けられる。
【００２３】
　また、提案された方法は、乾燥剤を希釈することにより冬期モードでの供給空気の加湿
も可能にする。乾燥剤を希釈するとその体積が増加するため、乾燥剤サンプの１以上にお
いて余剰量の供給が必要となるであろう。しかしながら、多くの実施形態では、装置内に
おいて大型のサンプ又は大量の乾燥剤を具備することは望ましくないため、別個の安価な
リザーバを設けることができる。これには、３つの目的がある：１．乾燥剤体積の変更に
対応する能力；２．単一又は複数の容器内での濃縮及び希釈乾燥剤の分離；３．加熱源が
利用できないときに空調装置を一定期間動作させることができるような乾燥剤の保管（ポ
ンプ及びファンを動作させるための補助電源が依然として利用可能な場合に限る）。
【００２４】
　実施形態では、必要な場合又は望ましい場合には、乾燥剤の濃度の適切な増加は、空調
装置と同様に構成されるが、ただし乾燥剤から水を蒸発させるために使用される再生器で
実施できる。再生器は、空気流を使用して乾燥剤を再濃縮し、その際、空気は、好ましく
は空調空間又は外気よりも乾燥している別の供給源から得られる。建物の排気は、典型的
には浴室における漏れ及び取り出しファンによる損失のため供給空気よりも体積が低く、
例えば、そこから空気を経済的に集めることができないため、再生器は、乾燥剤からの水
分の必要な量を除去するためにより大きな加熱を適用することにより、空調装置の空気流
よりも低い流れを使用できるように設計できる。建物の排気は、まず、廃熱を回収するた
めに熱交換器を通過した加熱流体（排気など）を使用して再生器で加熱される。その後、
空気を、各区間で熱交換器内において加熱された乾燥剤との接触により各区間で加熱し、
それによって排気の相対湿度を低下させ、各段階で徐々に低下する相対湿度の空気を用い
て段階的に乾燥剤から水を蒸発させることが可能である。得られた乾燥剤の最大濃度は、
空気の最小相対湿度に直接関連しており、乾燥剤の平衡相対湿度は、空気の相対湿度の２
～５％の範囲内であるべきであり、好ましい実施形態では、空気の相対湿度の２％以内で
あるべきである。液体乾燥剤は、再濃縮されると、外気から湿気を除去するために空調装
置で再利用される。冬期には、建物を出る空気中のエネルギー及び水分の一部を、乾燥剤
を使用して再生器に回収して熱及び湿気を吸収し、その後これを入ってくる空気に加える
ように空調装置で再利用する。
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【００２５】
　実施形態では、空調装置及び再生器は、モジュラー構成であり、空調装置及び再生器内
のモジュールは同一でも類似でもよいが、ただし、各デバイスにおいて空気流に合わせる
ように変更された寸法を有していてよい。セクター及び収容される乾燥剤パッドを含むモ
ジュールの数は、気候及び装置全体を構築する動作要件に適合するように変更できる。空
調装置に複数のモジュールを設けると、空気の相対湿度を、空調装置に供給される乾燥剤
の相対湿度にさらに密接に合致させることができる。再生器に複数のモジュールを設ける
と、液体乾燥剤によって得られた相対湿度を、再生のために使用される空気の最小相対湿
度により密接に近づけることができる。
【００２６】
　完全な空調装置の実施形態は、次のものを備えるシステムを含む：空調装置；乾燥剤再
生器：任意に、加湿モードで動作したとき及びシステムがシステムを必要なレベルに満た
すのに十分な液体乾燥剤を使用するときにシステムに添加された水の量を収容するための
予備容量を有する乾燥剤貯蔵装置。
【００２７】
　装置の外部では、システムの実施形態は次のものも備える：冷房の季節ではシステムか
らかなりの潜在エネルギーを除去するための冷却流体源；暖房の季節では外気を加熱及び
加湿するための加熱流体源；乾燥剤から水分を蒸発させるための加熱流体源；ポンプ及び
ファンを駆動し、コントロールを動作させるための電気その他の動力の供給；適宜加湿を
与えるように塩の大部分を除去するために処理される水供給源。
【００２８】
　実施形態では、外部空気流を冷却及び除湿する方法であって、少なくとも２個の区間の
それぞれにおいて空気流と液体乾燥剤吸収体とを接触させ；該区間のそれぞれについて、
各区間で共通の冷却流体が供給される外部冷却源を使用して、該吸収体に対して外部で乾
燥剤を冷却し；区間と区間の間において乾燥剤を空気流の流れに対して逆流させ、それに
よって、各区間で、空気の湿度が該乾燥剤との接触により低下し、各区間での濃度が前の
区間における乾燥剤の濃度よりも明らかに高いことを含む方法を提供する。
【００２９】
　実施形態では、外部空気流を加熱及び加湿する方法であって、少なくとも２つの別個の
接触用区間で空気流と希釈液体乾燥剤蒸発器とを接触させ；該区間のそれぞれの間に、各
区間で共通の外部加熱源を使用して該蒸発器に対して外部で該乾燥剤を加熱し；区間と区
間の間において乾燥剤を空気流の流れに対して逆流させ、それによって、各区間で、空気
の湿度が該希釈乾燥剤との接触によって増加することを含む方法を提供する。
【００３０】
　実施形態では、液体乾燥剤を再濃縮する方法であって、少なくとも２個の区間のそれぞ
れにおいて空気流と液体乾燥剤蒸発剤とを接触させ；該区間のそれぞれにおいて、各区間
で共通の加熱用流体が供給された外部加熱源を使用して、吸収体の外部で該乾燥剤を加熱
し；及び区間と区間の間において該乾燥剤を空気流に対して逆流させ、それによって、各
区間で、該乾燥剤の濃度が他の区間における乾燥剤の濃度よりも明らかに高くなることを
含む方法を提供する。
【００３１】
　実施形態では、装置に通される気流と、外部エネルギー流体源と、液体乾燥剤流れとの
間での熱及び湿気の交換のための装置であって、本質的に同一である少なくとも２個の別
個の接続されたモジュールを備え、各モジュールは、液体乾燥剤と空気とを接触させるた
めの吸収器／蒸発器と、該吸収器／蒸発器にわたって液体乾燥剤を分配するための液体乾
燥剤ディストリビュータと、外部エネルギー流体源からの流体により液体乾燥剤を冷却／
加熱するための、該吸収器／蒸発器の外部にある熱交換器と、吸収器／蒸発器と熱交換器
との間に液体乾燥剤を再循環するように動作するポンプと、空気流を吸収器／蒸発器に導
くための外部シェルと、吸収器／蒸発器にわたって分配される液体乾燥剤を収集するため
の、吸収器／蒸発器の下にあるサンプとを備える装置を提供する。
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【００３２】
　開示された実施形態の上記及び他の態様、特徴、利点は、次の図面と併せて提供される
その実施形態の以下の次の詳細な説明からさらに明らかになると思われる。図面は次のと
おりである：
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は湿り空気線図である。
【図２】図２は空調装置の概略側面図である。
【図３】図３は乾燥剤再生装置の概略側面立面図である。
【図４】図４は図２又は図３の装置の１個のセクターの平面図である。
【図５】図５は図３の別の実施形態と同様の図である。
【図６】図６は図４の別の実施形態と同様の図である。
【図７】図７は乾燥剤リザーバの概略側面立面図である。
【図８】図８は、別の乾燥剤リザーバの概略側面立面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
例示実施形態の詳細な説明
本発明の方法及び装置の様々な特徴及び利点は、例示実施形態及び添付の図面に関する次
の詳細な説明を参照することによってさらに良く理解できる。これらの図面は意図した方
法及び装置の実施形態を示すが、これらは、当業者にとって明らかな代替又は均等の実施
形態を排除するものと解釈すべきではない。
【００３５】
ここで、図面、最初に図２及び図３を参照すると、符号１によって一般的に示され、かつ
、「デバイス１」と呼ばれる第１デバイスを使用して、入ってくる空気流３を状態調整す
る。夏期では、デバイス１を使用して、入ってくる空気流を冷却し除湿することができる
。冬期では、デバイス１を使用して入ってくる空気流を温め加湿することができる。符号
２により一般的に示され、かつ、「デバイス２」と呼ばれる第２デバイスを使用して、空
気流４を用いて液体乾燥剤を濃縮させることができる。各デバイスの構造はモジュール式
であり、ここで、１個のモジュール５４、５５、５６、５８、５９又は６０は、媒体パッ
ド２１を有する空気筐体２０と、乾燥剤ディストリビュータ２３と、乾燥剤溜まり又はサ
ンプ３０とを備え、これらのものは一緒になって１個のセクターを構成し、さらに、熱交
換器２２及びポンプ２４を備え、これらによりモジュールが完成する。デバイス１及び２
は図２及び３に示されており、３個のモジュールが詳細に描かれている。デバイス１は、
空気流れの方向の順に、第１モジュール５４、中間モジュール５５及び最後のモジュール
５６を備える。デバイス２は、空気流れ方向の順に、第１モジュール５８、中間モジュー
ル５９及び最後のモジュール６０を備える。いずれのデバイスも、互いに独立して、中間
モジュール５５、５９又は複数の中間モジュールを有しなくてもよいため、デバイス１及
びデバイス２のそれぞれに合計２個のみ又は３個超のモジュールが存在していてもよい。
モジュール間の乾燥剤の流れは、図２に示される管２７によって達成できる。管２７は、
隣接するモジュールのサンプ３０間に絞られた流れを与える。管２７の代わりに、モジュ
ール間の乾燥剤の流れは、図３に示すように、乾燥剤ポンプ２４から次のセクターまでの
側流などの他の手段によって達成でき、その際、各セクター内の乾燥剤のレベルは、デバ
イス２８によって制御され、このデバイス２８は、トイレフロート弁と類似していてもよ
いが、ただし、その製造に使用される材料がほとんどのプラスチックなどの乾燥剤に抵抗
性であることを条件とする。
【００３６】
　図５及び図６を参照すると、装置のさらなる実施形態は、以下で説明することを除き、
図３及び図４に示されたのと同じである。同じ符合が同一の構成要素のために使用されて
おり、簡潔にするために、これらの構成要素の説明は繰り返さない。図５及び図６に示す
装置では、次のセクターに供給される側流は、熱交換器２２から出口で採取され、図５に
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示す別の管を介して上流のパッド２１のトレーリング側に供給される。各セクター内にお
けるフロート２８は、前述したようにサンプ３０内の液体のレベルを感知し、別の管にお
いてそのセクターに入る流れを制御するバルブ２９を動作させる。同じセクターにおいて
ポンプ２４から乾燥剤をパッド２１上に分配する乾燥剤ディストリビュータ２３のノズル
は、隣接するセクターからの側方流が供給されるパッド２１のトレーリング側には延在し
ないように配置できる。これにより、空調装置（デバイス１）では、さらに濃縮された乾
燥剤を使用して空気を除湿してから、隣接するセクター内における低濃度の乾燥剤と混合
させる。性能のさらなる改善が、図５及び図６においてパッド２１に割線で示すように、
パッド２１を２つの部分、すなわち主要部とトレーリング側に分離することにより得られ
、さらに高濃度の乾燥剤がサンプ３０に到達する前のいかなる希釈も回避することができ
る。
【００３７】
　図７は、容器４０を備える単一の容器リザーバを示す。中密度フロート４１は、撹拌を
低減させ、かつ、より濃縮された乾燥剤からより希薄なものを分離するのに役立つ。液状
体の表面上にあるフロート４２は、希薄な乾燥剤９を、液状体の頂部でリザーバに供給す
るのを可能にし、かつ、希薄な乾燥剤１０を、液状体の頂部でポンプ４３によってリザー
バから引き出すのを可能にする。可撓性管４９は、フロート４２を制限なく上昇及び降下
させる。管は、リザーバの底に濃縮乾燥剤１１を供給する。ポンプ４４は、容器の底から
濃縮乾燥剤を流れ８として取り出す。中密度フロート４１に取り付けられた任意の較正ワ
ンド４７が容器内の濃縮乾燥剤の量を示す。
【００３８】
　図８は、一方の容器内における希薄乾燥剤を他方の容器内における濃縮乾燥剤からさら
に完全に分離させ、かつ、図７に示すような同様の部品と、さらに希釈乾燥剤容器と濃縮
乾燥剤容器とを接続する管４５とを備える２個の容器リザーバを示す。管４５は、希薄乾
燥剤容器の底部に接続され、かつ、可撓性管４９によって濃縮乾燥剤容器内の中密度フロ
ート４１に取り付けられ、そして示されるように中密度フロート４１の頂部を介して開き
、それによって、希薄乾燥剤は、適宜濃縮乾燥剤容器に、ただしフロート４１上のみで流
れることができる。逆に、フロート４１の密度によって設定されたしきい値よりも希薄な
乾燥剤のみを希薄乾燥剤容器に流し戻すことができる。というのは、フロート４１は、そ
の容器内の全ての乾燥剤が濃縮されたときに濃縮乾燥剤容器内の液体の頂部にまで上昇す
るからである。
【００３９】
　したがって、単一のリザーバ又は２個のリザーバ又は他の同様の実施形態のいずれかを
使用して、それぞれデバイス１又は２から流れ９又は１１を受け取ることができ、そして
それぞれデバイス１又は２に流れ８又は１０を返すことができる。このようにして、デバ
イス１及び２のいずれかは、所定時間にわたって独立に動作できるが、ただし、リザーバ
内には利用可能な十分な濃縮又は希薄乾燥剤が存在するものとする。
【００４０】
　図１は、それぞれが４個のセクターを有するデバイスに対して高い水分除去での冷房季
節動作モードで空気流３及び４に生じる温度及び湿度の変化の例を湿り空気線図で示すも
のである。断熱除湿及び顕冷却ラインは、全体的な集合のプロセスの例示であり、プロセ
スを正確かつ詳細にモデル化することを意図するものではない。
【００４１】
　図２に示すように、デバイス１では、ファン又は他の空気移動デバイス３４によって周
囲空気流３を生じさせて、まず凝縮により空気流３から水分を部分的に除去する任意の冷
却コイル３６に流し、その後それぞれが空気入口２５から任意にデミスタ２６を備えるこ
とができる出口３９まで気密的に互いに連結される装置のセクターを備える多数のモジュ
ールに流す。ここで、入口２５に最も近いセクターをセクター１といい、図２においてモ
ジュール５４内に示す。空気移動デバイスは、デバイス内の任意の便利で効果的な位置に
配置でき、又はいずれかの端部でそれに連結でき、かつ、空気流３をデバイスから空調空
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間に出す。デバイスの各モジュールは、空気を過度の抵抗なしに通すことを可能にする媒
体パッド２１を備える（パッド当たり約０．１インチの水位又は２５パスカルの最大値）
。各パッドを、供給空気流３の所望の温度に応じて、すなわち、装置が冷房モードか又は
暖房モードかどうかに応じて乾燥剤を冷却又は加熱する熱交換器２２を介して溜め３０か
らポンプ２４によってパッド２１に圧送される乾燥剤で分配装置２３により均一に湿らせ
る。好ましい実施形態では、ポンプ２４からの流れ７は、デバイスで使用される熱交換器
２２の性能データ及び次の段落の一般的なガイドラインに関連して決定すべきである。
【００４２】
　冷却流体５は、外部源５１からデバイス１に供給され、再冷却のための又は他の目的の
ために使用される流れ６を介してその供給源に戻されることができる。任意のコイル３６
への冷却流体は、同じ供給源からのものであってもよく、熱交換器への流れに従って並列
に又は直列に流れることができる。好ましい実施形態では、熱交換器２２は、乾燥剤に抵
抗性のある材料から作製されたプレート式熱交換器であるが、プレート式熱交換器以外の
デバイスを、乾燥剤を冷却するために使用してもよい。例えば、装置を冷却源５１として
熱ポンプと組み合わせて使用するときに例えば冷媒又は吸収性流体のために使用される地
理交換ループ又は熱交換器の他の形態を使用することができる。熱交換器に行く流体５の
典型的な冷却源は、例えば、地理交換ループ、冷却装置からの戻り冷水流れ又は混プレ沙
からの冷媒であることができるが、ただし、供給源流体が空調空間に対する所望の供給空
気流３よりも例えば９度Ｆ（５℃）冷たいものとする。
【００４３】
　デバイス１を通した乾燥剤の流れは、セクター１におけるポンプ２４の出力の一部であ
る流れ９の除去によって生じる。乾燥剤の流れ９は、デバイス１内における乾燥剤のレベ
ルの低下を引き起こす。デバイス１内のレベルが予め設定されたレベルにまで低下すると
、１個以上のフロートスイッチ２８は、モジュール５６として図２に示すセクター１から
遠いセクターにおけるデバイス１への乾燥剤８の流れを作動させる。濃縮された乾燥剤８
は、任意に、図５及び６の説明において上記したように、モジュール５６内のパッドのト
レーリング側に供給できる。その後、乾燥剤は、管２７を介して又は隣接するセクター若
しくは上記他の選択肢におけるレベルコントローラ２８によって制御される各ポンプ２４
からの部分的な流れによって、上記セクターのそれぞれにデバイスを通って流れる。第１
セクター、モジュール５４から出る流れ９の速度は、機構３７及び弁４８によって決定さ
れ、これらのものは、乾燥剤の濃度を測定及び制御し、流れを増加又は減少させるため、
乾燥剤の希釈は、再生器、すなわちデバイス２に適している。機構３７を使用する代わり
に、弁４８を通した所望の流れは、デバイス１を通した空気流３の湿度の変化から計算で
きる。
【００４４】
　デバイス２の好ましい実施形態では、空気流４をファン又は他の空気移動デバイス３２
によって生じさせて、空気流４として空気入口２９から出口３３まで互いに気密に連結さ
れる多数のモジュラーセクターに流れさせ、そこで、空気流３の入口から大気中に排出さ
せる。空気移動デバイスは、装置内の任意の便利で効果的な位置に設置でき、又は空気流
４がデバイスに流れるようにこれをいずれかの端部に連結できる。ほとんどの用途では、
空気流４は、建物排気から得られる。というのは、これは、利用できる最も低い絶対湿度
の空気であるため、乾燥剤をさらに良好に濃縮することになるからである。空気流４は、
熱回収コイルの手段又は空気対空気プレート熱交換器（ここでは図示されず、標準的なＨ
ＶＡＣ慣行である）によってデバイス２を出る空気流４からの顕熱を使用して任意に予備
加熱できる。
【００４５】
　デバイス２は、任意の部材２６及び３６が省略される場合には、基本的にデバイス１と
同じである。デバイス２におけるセクターの動作は、基本的にデバイス１と同じであるが
、ただし、デバイス１では、空気に及ぼす液体乾燥剤の作用が一般に冷却及び除湿するこ
とであり、デバイス２では、空気を加熱及び加湿し、それによって液体乾燥剤を再濃縮す
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ることであるものとする。
【００４６】
　デバイス１及び２において、ポンプ２４は、水平表面積１平方フィート当たり毎分約１
．５～２ガロン（平方メートル当たり毎分６０～８０リットル）の速度で媒体パッドにわ
たって液体乾燥剤７の流れを生じさせる。これは、１秒当たり約６フィート（２メートル
）の水平方向空気流３及び４について十分な流量である。より高い空気流速度が望ましい
が依然として毎秒１０フィート（３メートル）未満の場合には、液体流量７を減少させて
、空気流に持ち越される可能性のある乾燥剤の液滴の形成を防止しなければならない。最
高の性能のために、空気流速度は、局所的なキャリーオーバーを防止するために、パッド
の面にわたって可能な限り均一とすべきである。媒体パッド２１の上面における乾燥剤の
分布は均一であるべきであり、これは、媒体パッドの水平表面にわたって均等に間隔を置
いて配置される平方フィート当たり２０～３０個（平方メートル当たり２００～３００個
）の孔が存在するような間隔で孔を有する管の配列からなるディストリビュータ２３によ
って行うことができる。このようなデバイス２３を単一のセクターについて図４に示して
いるが、パッド２３上に液体乾燥剤を均一に分配する他の手段を使用してもよい。
【００４７】
　デバイス１又は２のいずれかにおける媒体パッド２１の材料は、乾燥剤に対して抵抗性
であり、しかもパッドが使用できる温度では変形しないようなものである。このような媒
体は、揮発性冷却器媒体、適宜、例えばスウェーデン国ＫｉｓｔａのＭｕｎｔｅｒｓ　Ａ
Ｂが商標ＣＥＬＤＥＫとして販売するもの、このような媒体のさらに高温度バージョン、
例えば、Ｍｕｎｔｅｒｓ　ＡＢが商標ＧＬＡＳＤＥＫとして販売するもの、及び化学塔で
使用されるもの、例えば、米国カリフォルニア州アゴーラヒルズのＬａｎｔｅｃ　Ｐｒｏ
ｄｕｃｔｓ社が販売するものであることができる。
【００４８】
　デバイス２内の熱交換器は、図３に示される加熱流体１５の流れを受け入れ、これは、
デバイス１及び流れ５について記載したのと同様の方法で各セクター内の液体乾燥剤を加
熱する。加熱流体を、再加熱又は他の目的のために流れ１６を介して外部加熱源５２に戻
すことができる。
【００４９】
　セクター筐体２０及び熱交換器２２の外面は、ほとんどの空調機器でよく行われている
ように、大気への熱損失を低減するために断熱されるべきである。断熱材は従来のものと
することができ、簡潔かつ明確にするために、さらに例示又は記載しない。
【００５０】
　液体乾燥剤は、臭化リチウム若しくは塩化リチウム又はこれら２種の混合物或いは空気
流と接触したときに低い相対湿度を生じさせることができる他の液体乾燥剤のいずれかの
濃縮水溶液であることができる。臭化リチウムを使用すると、塩化リチウムよりも低い相
対湿度を空気流３で達成することが可能になるが、両方とも平衡状態のときに１２％の空
気中の相対湿度を生じさせることができる。液体乾燥剤は、特定の用途のために必要なレ
ベルまで空気流３から水分を除去するのに適したものでなければならない。他の液体乾燥
剤としては塩化カルシウムなどが可能であるが、他のものは、毒性及び／又は不十分な温
度及び湿度範囲という欠点を有する。好ましい乾燥剤として選択されたリチウム塩の溶液
は、通常の濃度／温度範囲では凍結せず、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）ウイルスを
含めた試験を受けた全ての細菌及びウイルスに対して有益な殺生作用を有する。また、デ
バイス１は、通常のエアフィルタを回避する場合がある微粒子、花粉及び胞子のための空
気清浄装置としても機能する。空気から除去された物質は洗浄されて乾燥剤になり、ポン
プ２４から熱交換器２２への再循環ライン（流れ７）内にあるカートリッジフィルタ３１
によって収集される。
【００５１】
　装置全体の好ましい実施形態では、図７に示すようにデバイス２からの濃縮乾燥剤流れ
１１はリザーバに流れ、そこから、流れ８として必要なときにデバイス１に圧送される。
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デバイス１からの乾燥剤流れ９は、貯蔵デバイスの異なる部分に流れ、そしてデバイス２
に必要なときに流れ１０として圧送される。説明したように、夏期動作では、デバイス１
は除湿器として動作し、デバイス２は再生器として機能し、デバイス１からの流れ９は希
釈乾燥剤溶液であり、リザーバの頂部に送られる。デバイス２から１１の流れは濃縮乾燥
剤溶液であり、リザーバの底部に送られる。デバイス１への流れ８は濃縮乾燥剤溶液であ
り、リザーバの底部から取り出される。デバイス２への流れ１０は、希釈乾燥剤溶液であ
り、リザーバの頂部から取り出される。冬期では、デバイス１が加湿器として動作してい
るときに、通常は流れ９は存在しない。というのは、流れ１２として添加された全ての水
は蒸発して空気流３になり、そこから適宜空調空間に通るからである。デバイス２は、冬
期にはエンタルピー回収装置として使用でき、その場合には、流れ１１は流れ１３として
デバイス１に直接向かうように切り替えられ、そして流れ９が流れ１０としてデバイス２
に直接向かう。切り替えは、動作モードを変更したときに作動される配管Ｔ－弁を使用し
て標準的な手順によって達成されるが、ここでは図示しない。
【００５２】
　さらに濃縮された乾燥剤は、乾燥剤リザーバ内において希薄乾燥剤とは別に保持される
。しかし、別の実施形態では、乾燥剤リザーバを省略することができ、乾燥剤の流れ９は
流れ１０としてデバイス２に直接向かうことができ、しかも乾燥剤の流れ１１は流れ８と
してデバイス１に直接移動することができるが、ただし、熱交換器２２を介してかつ各セ
クターにおけるパッド２１にわたって乾燥剤の流れを維持するのに必要とされるように、
各デバイスの各セクターのサンプ３０において乾燥剤の最小及び最大作業レベルが維持さ
れることを条件とする。
【００５３】
　流れ１１の増加又は減少は、デバイス２からの乾燥剤濃度をセンサ３５によって又はデ
バイス２に出入りする空気流４の湿度の差からの計算によって制御する。このようなセン
サ３５の一実施形態では、デバイス２のセクター１における濃縮乾燥剤の一部がパッド２
１から小さな溜めに流れ、これがサンプ３０に溢れ出る。したがって、センサ溜めにおけ
る乾燥剤は、デバイス２によって生成される最も濃縮された乾燥剤のサンプルである。セ
ンサ３５は、乾燥剤の比重、すなわちその濃度を測定するよう較正された圧力感知装置に
接続されたフロートなどの機構を備える。弁５０は、乾燥剤の濃度を空気流３に必要な相
対湿度及び加熱源１５の温度と一致するレベルに維持するために、センサ３５又は計算に
よって動作する。
【００５４】
　デバイス１において、同様のセンサ３７又は説明した計算方法を弁４８と共に使用して
、乾燥剤流れ９が十分に希釈されていることを確保する。というのは、リザーバ及びデバ
イス２への乾燥剤の流れは、再生器の適切かつ経済的な動作のために希薄であるべきだか
らである。
【００５５】
装置は次のように作用する：
　空気流３をデバイス１によって除湿する必要がある場合として定義される冷房／除湿モ
ードでは、熱源流体５は冷たく、そしてシステムが動作中のとき、すなわち、ポンプ及び
空気移動デバイスが上記のように機能しているときに、空気流３は冷却されかつ任意の冷
コイル３６との接触により部分的に除湿され、その後デバイス１の乾燥剤モジュール５４
、５５及び５６の通過により除湿及び冷却され、空間を状態調整するその必要な用途に流
れる。乾燥剤流れ８は、通常、デバイス１が空気の冷却及び除湿を同時に行うために濃縮
する必要がある。このプロセスは、上記のようにセクター内において乾燥剤を徐々に希釈
し、希乾燥剤は流れ９を介してデバイス１を出る。
【００５６】
　デバイス２は、リザーバから又はデバイス１から直接流れ１０を介して希釈乾燥剤を受
け取り、流れ１０は、モジュール６０の一部として図３に示される空気流出口３３に最も
近いデバイス２のセクターに流入する。デバイス１について説明したように、乾燥剤は、
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重力によって接続管２７を介して又は隣接するセクター内のポンプ２４からの部分流によ
り流れる。乾燥剤がセクター１（モジュール５８として示される）に到達すると、濃縮乾
燥剤の部分流１１は、ポンプ２４によって貯蔵デバイス又はデバイス１に直接圧送され、
そしてセンサ３５又は計算及び弁５０によって制御される。
【００５７】
　各デバイスのセクターのそれぞれにおける空気の温度及び湿度の変化を、各デバイスが
４個のセクターを備える例のために図１の湿り空気線図で示す。デバイス１のセクター１
では、外部の空気流３は、冷却乾燥剤によって、２つのプロセス、すなわち断熱除湿及び
冷却の組み合わせを受ける。図１における各セクターのための２つの線（一定のエンタル
ピーで斜めの線で表される断熱除湿及び一定の湿度で水平線で表される冷却）は、これら
の２つのプロセスを別々に示すものであるが、これらは、乾燥剤が次のセクターに流れる
速度の数倍の速度でポンプ２４により圧送されるため多かれ少なかれ同時に生じる。
【００５８】
　空気流の除湿及び冷却の量は、そのセクターにおける乾燥剤の蒸気圧（これはその濃度
に応じる）及びそのモジュールにおける熱交換器２２を介して乾燥剤に伝達される熱の量
によって制限される。空気がセクター１において接触する乾燥剤は既に他のセクターを通
過したものであるため比較的希薄であるが、セクター間における乾燥剤の流量は、乾燥剤
が空気流３中における湿気の一部を除去するのに十分に濃縮されるようなものである。空
気は、セクター２に入り、かつ、セクター２に入る乾燥剤によって同じように処理され、
セクター１よりもさらに濃縮される。
【００５９】
　図１には、外気３を９５Ｆ（３５℃）及び０．０２５絶対湿度（ＨＲ＝空気の質量当た
りの水分の質量）から６５度Ｆ（１８℃）及び０．００４ＨＲの空気流３の供給条件にま
で処理する４個のセクターが示されている。この例における冷却流体５は約６０度Ｆ（１
５．５℃）であり、熱交換器にわたって約５度Ｆ（３℃）の温度差が存在する。入ってく
る乾燥剤流れ８は、供給空気流３の所望の相対湿度を生じさせるのに十分に濃縮すべきで
ある。装置を設計する際には、冷却流体５の温度及びデバイス１における熱交換器２２の
サイズが外部空気流３から必要な供給空気流の条件までの最大エンタルピーを除去するの
に十分なものであることを確保する必要がある。
【００６０】
　また、デバイス２における乾燥剤の再濃縮も、図１において湿り空気線図の高温部に示
されている。空気流４は、前述のように任意に予熱でき、その後デバイス２のセクター１
に入り、そこで熱交換器２２によって加熱された乾燥剤を濃縮させるために湿気を除去す
る。加熱についての水平線及び断熱加湿についての均等のエンタルピー線は、図１におい
てこれを表すが、両方のプロセスは、実際には多かれ少なかれ同時に生じる。その後、空
気は、モジュール５９として図３に示される、空気の流れ方向に下流にあるデバイス２の
セクター２を通過し、そこでさらに加熱され、乾燥剤は空気への蒸発により濃縮される。
【００６１】
　図１では、４個のセクターがデバイス１及び２のそれぞれについて示されており、空気
は、数値順に通過する（図２のモジュール５４、５５、５５、５６及び図３の５８、５９
、５９、６０に相当するセクター１、その後セクター２、その後セクター３、その後セク
ター４）。乾燥剤は、既に説明したように空気とは反対方向に流れる。上記のように動作
条件に応じて２個以上のセクターが存在する。より希薄な乾燥剤が必要な最大除湿にとっ
て十分な場合には、それよりも少ないセクターが必要とされるのに対し、非常に濃縮され
た乾燥剤については、より多くのセクターが必要となる。また、各セクター内の熱交換器
２２において乾燥剤を加熱するために使用される加熱流体１５の温度も必要とされるセク
ターの数に影響を与える。記載された複数セクタープロセスの大きな利点は、廃熱、太陽
エネルギーで加熱された水及び冷凍機から利用可能な湯（これらの全ては約１３０～１４
０度Ｆ（５４～６０℃）で安価に入手可能である）などの低コストの熱源から容易に入手
可能である比較的低い温度を使用することができることである。
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【００６２】
　冬期モードでの動作（これは、建物制御が入ってくる空気の加熱を求めている場合であ
る）は、乾燥剤の濃度を変化させるためにデバイス２の使用を伴う必要はないが、デバイ
ス２を使用して建物排気から熱及び湿気を回復することができる。冬期には、入ってくる
空気は低湿度を有しているため加湿が望ましいが、これは、水１２のデバイス１への流れ
によって達成できる。これは、空気流３を加湿するポイントにまで最後のセクターにおい
て（モジュール５６において）乾燥剤を希釈する。水がこれらの状況下で希釈乾燥剤から
蒸発するため、水流１２は、適宜、希釈乾燥剤レベルを維持するために、モジュール５６
におけるレベルセンサ２８により動作する。デバイス１のセクター１内の乾燥剤は、部分
的に希釈された状態になるにもかかわらず、依然として殺生物剤として十分に活性なまま
である。標準的な水処理プラント（図示せず）を使用して、適宜、乾燥剤の作用に影響を
与える又は残留物の蓄積を生じさせる可能性がある不純物を除去するように水１２の流れ
を処理する。
【００６３】
　デバイス２を使用した冬期モードでの熱及び水分の回復は、エンタルピー実行アラウン
ドループの２つの部分としてデバイス２及びデバイス１のセクター１を使用することによ
って達成できる。したがって、デバイス２は夏期モードと同様に動作するが、ただし流れ
１５からの追加の熱なしで動作し、これを遮断する。乾燥剤の流れ１０は夏期モードと同
様に入り、乾燥剤は建物からの排気から熱及び湿気をピックアップする。乾燥剤流れ１１
はデバイス２を出て、弁５０は全開である。夏期モード動作との違いは、流れ１１が流れ
１３としてデバイス１のセクター１に迂回し、パッド２１にわたって圧送され、外気流３
を予熱及び予め加湿するように作用することである。
【００６４】
　夏期モードと冬期モードとの切り替えは、上記のようにかつデバイス１への流れを乾燥
剤（流れ８）から水（流れ１２）に変化させることによって達成され、逆の切り替えは、
乾燥剤に戻すように変更し、デバイス２を再動作させることを含む。冬期モードの動作後
及び乾燥剤を希釈した後に、流れ１１は、貯蔵デバイスに向かわせる代わりに、流れ１３
と接続するように切り替えられる。
【００６５】
　デバイス１又は２のいずれかにおいて、重力供給管２７が使用される場合には、乾燥剤
レベルは、溜め３０の１以上の便利な場所に設置できるレベルセンサ２８に従って乾燥剤
の流入８又は１０をオン又はオフにすることによって制御できる。流れの作動は、ポンプ
４３又は４４をオンにすることによって、或いは流れ１０又は８を生じさせるのに十分な
圧力が存在する場合にはポンプの代わりに流量弁（図示せず）を開くことによって達成で
きる。
【００６６】
　いずれかのデバイスでは、圧送された乾燥剤流れをセクター間で使用する場合には、レ
ベル制御２８は、２８がリザーバ内のポンプ４３又は４４を制御する最後のセクターを除
き、乾燥剤の流入を直接制御するのに役立つフロート起動制御弁である。
【００６７】
　当業者であれば、空気流の冷却又は加熱及び除湿又は加湿を達成するように上記装置を
構築及び操作して、建物内に制御された条件を与えることができることが分かる。
【００６８】
　上記説明は、当業者が今のところそのベストモードであるとみなすものを製造し使用す
ることを可能にするが、当業者であれば、特定の実施形態の変形例、組み合わせ及び均等
、方法及び実施例が存在することが分かるであろう。したがって、本発明は、上記実施形
態、方法及び実施例に限定されるものではなく、本開示の範囲及び精神内において全ての
実施形態及び方法に拡大される。
【００６９】
　したがって、本発明の範囲を示すものとして、上記明細書よりも特許請求の範囲を参照
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すべきである。本発明の態様は、請求項のいずれか２つ以上の特徴の組合せを含む。
【符号の説明】
【００７０】
　１　デバイス１
　２　デバイス２
　３　周囲空気流
　２０　空気筐体
　２１　媒体パッド
　２２　熱交換器
　２４　ポンプ
　２５　空気入口
　２７　管
　３０　サンプ
　３４　空気移動デバイス
　３９　出口
　４０　容器
　４１　中密度フロート
　４２　フロート
　４４　ポンプ
　４５　管
　４９　可撓性管
　５４　第１モジュール
　５５　中間モジュール
　５６　最後のモジュール
　５８　第１モジュール
　５９　中間モジュール
　６０　最後のモジュール
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