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(57)【要約】
【課題】室内の潜熱と顕熱を同時に処理することが可能
な空気調和装置等を提供する。
【解決手段】室外から室内に向かう空気の流れを形成す
る空気流路Ａと、室内から室外に向かう空気の流れを形
成する空気流路Ｂと、室外から流入して室外に排出する
空気の流れを形成する空気流路Ｃと、空気流路Ａを流れ
る空気との空気流路Ｂを流れる空気との間で全熱交換を
行う全熱交換器１０と、空気流路Ａの全熱交換器１０を
通過後の空気と空気流路Ｃの空気との間で顕熱交換を行
う顕熱交換器２０とを備えたものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室外から室内に向かう空気の流れを形成する第１の空気流路と、
　前記室内から前記室外に向かう空気の流れを形成する第２の空気流路と、
　前記室外から流入して前記室外に排出する空気の流れを形成する第３の空気流路と、
　前記第１の空気流路を流れる空気と前記第２の空気流路を流れる空気との間で全熱交換
を行う全熱交換器と、
　前記第１の空気流路の前記全熱交換器を通過後の空気と前記第３の空気流路の空気との
間で顕熱交換を行う顕熱交換器と
を備えたことを特徴とする空気調和装置。
【請求項２】
　前記第１の空気流路において前記全熱交換器を通過後の経路を、
　前記顕熱交換器を通過する経路と、
　前記顕熱交換器を迂回する経路と
に切り替え可能としたことを特徴とする請求項１記載の空気調和装置。
【請求項３】
　前記第１の空気流路を、
　前記全熱交換器及び前記顕熱交換器を通過する経路と、
　前記全熱交換器及び前記顕熱交換器の両方を迂回する経路と
に切り替え可能としたことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の空気調和装置。
【請求項４】
　前記第１の空気流路を流れる空気の前記顕熱交換器の流入位置が前記顕熱交換器の流出
位置よりも高いことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の空気調和装
置。
【請求項５】
　前記第１の空気流路の前記顕熱交換器内部の流路壁面は親水性又は疎水性を有すること
を特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載の空気調和装置。
【請求項６】
　室内を冷房加湿する場合又は室外が低温高湿の環境において室内を冷房除湿する場合に
、
　前記第１の空気流路に流入した室外の空気を前記全熱交換器で前記第２の空気流路の空
気と熱交換させた後、前記顕熱交換器で前記第３の空気流路の空気と熱交換させて室内に
供給することを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の空気調和装置。
【請求項７】
　前記第３の空気流路に室外の空気を流通させる送風装置を制御して、前記顕熱交換器に
おける熱交換量を調整することを特徴とする請求項６記載の空気調和装置。
【請求項８】
　室内を冷房加湿する場合に、前記第１の空気流路において前記顕熱交換器を通過する空
気の露点温度が、前記第３の空気流路において前記顕熱交換器を通過する空気の温度より
も高いとき、前記送風装置の能力を下げて前記第３の空気流路の風量を減少させることを
特徴とする請求項７記載の空気調和装置。
【請求項９】
　室内を暖房加湿する場合又は室外が高温高湿の環境において室内を冷房除湿する場合に
は、
　前記第１の空気流路を流れる空気の経路を、前記全熱交換器を通過後、前記顕熱交換器
を迂回する経路とすることを特徴とする請求項１乃至請求項８の何れか１項に記載の空気
調和装置。
【請求項１０】
　外気をそのまま取り入れて室内を換気する場合には、
　前記第１の空気流路を流れる空気の経路を、前記全熱交換器及び前記顕熱交換器の両方
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を迂回する経路とすることを特徴とする請求項１乃至請求項９の何れか１項に記載の空気
調和装置。
【請求項１１】
　前記第３の空気経路に室外の空気を流通させる送風装置を停止させることを特徴とする
請求項９又は請求項１０記載の空気調和装置。
【請求項１２】
　前記第１の空気流路において全熱交換器よりも上流の空気温度を検出する第１の温度検
知装置と、
　前記第２の空気流路において全熱交換器よりも上流の空気温度を検出する第２の温度検
知装置とを備え、
　室内を冷房除湿する場合には、
　前記第１の温度検知装置により検知された空気温度が前記第２の温度検知装置により検
知された空気温度以上であったとき、
　前記第１の空気流路を流れる空気の経路を、前記全熱交換器を通過後、前記顕熱交換器
を迂回する経路とし、
　前記第１の温度検知装置により検知された空気温度が前記第２の温度検知装置により検
知された空気温度未満であったとき、
　前記第１の空気流路を流れる空気の経路を、前記全熱交換器及び前記顕熱交換器の両方
を通過する経路とする
ことを特徴とする請求項１乃至請求項８の何れか１項に記載の空気調和装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２の何れか１項に記載の空気調和装置と、加湿装置と、冷媒回路
を有する冷暖房装置とを備え、これら３つの装置により同一の室内空間の空調を行うこと
を特徴とする空気調和システム。
【請求項１４】
　外部より室内の目標温度及び目標湿度を設定するリモートコントローラーを備え、
　前記加湿装置が加湿運転しており、前記冷暖房装置が冷房運転している場合には、前記
冷暖房装置の室内機を流れる冷媒の蒸発温度を、前記目標温度及び前記目標湿度から演算
される露点温度以上とすることを特徴とする請求項１３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、調温、調湿を行う空気調和装置及び空気調和システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、室内空気と室外空気とを入れ換えることで室内の換気が行われている。この
際、室外空気をそのまま室内に導入すると、室内の空調負荷が増大する。例えば、冬期に
おいて室内を暖房中に外気をそのまま室内に導入すると、室内温度が下降し、空調負荷が
増加する。よって、これを改善するため、全熱交換器及び顕熱交換器を備えた空気調和装
置（例えば、特許文献１参照）が提案されている。
【０００３】
　特許文献１の空気調和装置は、天井内空気を顕熱交換器を通過させて天井内に戻す風路
と、室内空気を全熱交換器を通過させて室外に排気する風路と、外気を顕熱交換器及び全
熱交換器を通過させて室内に供給する風路とを有している。そして、外気を顕熱交換器に
て天井内空気と熱交換した後、全熱交換器にて室内空気と熱交換することで、外気を加熱
、加湿して室内に供給するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３４９９２４号公報（請求項１、第１図）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、近年、建物の高断熱化、内部発熱増加により、冬期の暖房負荷が減少し
ており、冬期であっても冷房加湿運転が望まれることがある。冬期に室内を冷房する場合
は、外気導入量を増加すれば室内の冷房を行うことができる。しかし、外気の湿度が低い
場合には、外気導入量を増加することで室内の湿度が低下してしまう。すなわち、室内の
冷房加湿を行うにあたり外気導入量を増加すると、室内の顕熱負荷は低減できるが、室内
の潜熱負荷は増大してしまう。このようなことから、室内の冷房加湿を行うに際し、室内
の顕熱と潜熱の両方を処理可能な空気調和装置が望まれているが、未だ存在しない。また
、この種の空気調和装置では、室内の冷房加湿時だけでなく、他の室内空調時、例えば冷
房除湿時にも、室内の顕熱と潜熱の両方を処理可能であることが望まれている。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、その第一の目的は
、室内空調に応じて、室内の顕熱と潜熱の両方を処理可能な空気調和装置を提供すること
にある。また、本発明の第二の目的は、この空気調和装置を備えてシステム効率を向上で
きる空気調和システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る空気調和装置は、室外から室内に向かう空気の流れを形成する第１の空気
流路と、室内から室外に向かう空気の流れを形成する第２の空気流路と、室外から流入し
て室外に排出する空気の流れを形成する第３の空気流路と、第１の空気流路を流れる空気
と第２の空気流路を流れる空気との間で全熱交換を行う全熱交換器と、第１の空気流路の
全熱交換器を通過後の空気と第３の空気流路の空気との間で顕熱交換を行う顕熱交換器と
を備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の空気調和装置では、全熱交換器と顕熱交換器を備え、外気を室内空気と全熱交
換させた後、更に外気と顕熱交換して室内に供給することにより、室内の潜熱負荷を処理
しながら、顕熱負荷も同時に処理することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置の回路構成と各検知装置の配置図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置の制御ブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置の冷房加湿運転時における動作状態を
表す、湿り空気線図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における動作状態を
表す、湿り空気線図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置の冷房除湿運転（外気が高温高湿）時
における動作状態を表す、湿り空気線図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置の冷房除湿運転（外気が低温高湿）時
における動作状態を表す、湿り空気線図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る空調システムのシステム構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　《装置構成》
　図１は本発明の実施の形態１に関わる空気調和装置の構成と各検知装置の配置図である
。装置内部には３つの空気流路がある。一つは外気ＯＡ１が給気ＳＡとして排出される空



(5) JP 2012-141118 A 2012.7.26

10

20

30

40

50

気流路Ａ（第１の空気流路）である。空気流路Ａには３つの経路がある。第１経路は、外
気ＯＡ１が全熱交換器１０を通過し（経路Ａ１）、顕熱交換器２０を通過し（経路Ａ３）
、送風装置３０ａによって給気ＳＡとして室内に供給される空気経路である。第２経路は
、外気ＯＡ１が全熱交換器１０を通過し（経路Ａ１）、顕熱交換器２０を迂回し（経路Ａ
４）、送風装置３０ａによって給気ＳＡとして室内に供給される空気経路である。第３経
路は、外気ＯＡ１がそのまま送風装置３０ａによって給気ＳＡとして室内に供給される空
気経路（経路Ａ２）である。空気経路Ａ１～Ａ４は外部より指定された運転状態に合わせ
て切り替わるように空気経路切り替え装置４０ａ、４０ｂを備えている。
【００１１】
　二つ目の空気流路Ｂ（第２の空気流路）には、２つの経路がある。第１経路は、還気（
室内空気）ＲＡが全熱交換器１０を通過し、送風装置３０ｂによって排気ＥＡ１として室
外に排気される経路（経路Ｂ１）である。また、空気流路Ｂの最上流には空気経路切り替
え装置４０ｃが備えてあり、第２経路は、熱交換を行わない換気運転時には室内空気ＲＡ
がそのまま送風装置３０ｂによって排気ＥＡ１として室外に排出される経路（経路Ｂ２）
である。
【００１２】
　三つ目の空気流路Ｃ（第３の空気流路）の経路は１つであり、外気ＯＡ２が顕熱交換器
２０を通過し、送風装置３０ｃによって排気ＥＡ２として室外に排気される経路である。
【００１３】
　空気流路Ａの全熱交換器１０の上流には温湿度検知装置１ａ、再下流には温度検知装置
２が設置されている。空気流路Ｂの全熱交換器１０の上流には温湿度検知装置１ｂが設置
されている。
【００１４】
　温湿度検知装置１ａ、１ｂは測定領域温度と相対湿度、絶対湿度、露点、湿球温度の何
れかが分かればよいので、乾球温度計と湿球温度計など二つのセンサーによって測定して
もよく、センサーの数は限定されるものではない。
【００１５】
　図１を用いて空気流路Ａの詳細経路Ａ１～Ａ４について説明する。
　空気経路Ａ１では外気ＯＡ１は吸込口から吸い込まれ、全熱交換器１０を経て空気経路
Ｂ１の室内空気ＲＡと全熱交換する。空気経路Ａ２では外気ＯＡ１が送風装置３０ａを経
てそのまま給気ＳＡとして室内に供給される。空気経路Ａ３では全熱交換器１０を通過し
た空気が顕熱交換器２０へと流入し、空気流路Ｃの外気ＯＡ２と顕熱交換し、送風装置３
０ａを経て、給気ＳＡとして室内側へ給気される。空気経路Ａ４では全熱交換器１０を通
過した空気が顕熱交換器２０を迂回し、送風装置３０ａを経て給気ＳＡとして室内側へ給
気される。
【００１６】
　空気流路Ｂの詳細経路Ｂ１、Ｂ２について説明する。
　空気経路Ｂ１では室内空気ＲＡは吸込口から吸い込まれ、全熱交換器１０を経て空気流
路Ａの外気ＯＡ１と全熱交換し、送風装置３０ｂを経て排気ＥＡ１として室外に排出され
る。空気経路Ｂ２では全熱交換器１０を迂回し、送風装置３０ｂを経て排気ＥＡ１として
室外に排出される。
【００１７】
　空気流路Ｃについて説明する。
　外気ＯＡ２は吸込口から吸い込まれ、顕熱交換器２０を経て空気流路Ａの全熱交換器１
０を通過した後の外気ＯＡ１と顕熱交換する。顕熱交換器２０を通過した空気は送風装置
３０ｃを経て、排気ＥＡ２として室外側へ排気される。
【００１８】
　送風装置３０ａ、３０ｂ、３０ｃは、ファンとファンを駆動するモーターとを備えてい
る。送風装置３０ａ、３０ｂ、３０ｃは、風量を制御することが可能である。風量制御は
、ファンを回転させるモーターにＤＣモーターを用いて回転数を変化させるか、ＡＣモー
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ターを用いてインバータ制御により電源周波数を変化させて回転数を変化させることによ
り実現可能である。風量制御は後述の制御回路４により行われる。送風装置３０ａ、３０
ｂ、３０ｃの風量は、例えば空気条件に応じて設定される。
【００１９】
　また、送風装置３０ｃの風量を制御することによって顕熱交換器２０を通過する外気Ｏ
Ａ２の空気流量も変化する。外気ＯＡ２の空気流量は室内の換気量とは無関係のため、給
気ＳＡの空気温度を空気流路Ｃの風量によって制御することが可能となる。
【００２０】
　送風装置３０ａ、３０ｂ、３０ｃは本発明の実施の形態１においては空気流路の最下流
に配置されているが、目標の風量が得られればよいので最上流などに配置してもよく、更
に、上流と下流に複数配置してもよく、送風装置３０ａ、３０ｂ、３０ｃの配置位置と数
は限定しないものとする。
【００２１】
　本実施の形態１で使用される空気経路切り替え装置４０ａ～４０ｃはダンパなどを使用
することによって風路の切り替えが可能である。
【００２２】
　空気調和システムは更に、空気調和システム全体を制御する制御回路４を備えている。
【００２３】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る空気調和システムの電気的な接続を示すブロック
図である。
　制御回路４には、ｉｎｐｕｔとして温湿度検知装置１ａ～１ｃ、温度検知装置２及び風
速検知装置３ａ～３ｃが接続され、これらの各検知装置からの検知信号に基づき、ｏｕｔ
ｐｕｔとしての送風装置３０ａ～３０ｃ及び空気経路切り替え装置４０ａ～４０ｃを制御
する。また、風速検知装置３ａ～３ｃを用いて風速を制御することによって全熱交換器１
０及び顕熱交換器２０に流れる風量を制御し、熱交換能力を制御する。
【００２４】
　以下、空気調和装置において実施される各運転について順次説明する。
【００２５】
　《冷房加湿運転》
　図１及び図３を用いて、本実施の形態１の冷房加湿運転時の動作について説明する。
【００２６】
　図３は冷房加湿運転状態での各空気流路での状態を示す湿り空気線図である。また、空
気状態を示す「状態ａ１～状態ａ３」は、図１における空気流路Ａでのカッコで囲った記
号「ａ１～ａ３」に、「状態ｂ１～状態ｂ２」は、図１における空気流路Ｂでのカッコで
囲った記号「ｂ１～ｂ２」に、「状態ｃ１～状態ｃ２」は、図１における空気流路Ｃでの
カッコで囲った記号「ｃ１～ｃ２」に、それぞれ対応している。
【００２７】
　《空気側回路の動作説明》
　（空気流路Ａ）
　続いて、冷房加湿運転時における空気流路Ａの空気側回路の動作について図３を用いて
説明する。このとき室外空気は室内空気よりも低温低湿であるとする。
　空気流路Ａでは、外気ＯＡ１より導入された導入空気（状態ａ１）は空気経路切り替え
装置４０ｂを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ｂを通
過する室内空気ＲＡと全熱交換を行って暖房加湿される（状態ａ２）。このとき、加湿さ
れた空気は導入空気より温度は高くなり、露点温度は高くなる。加湿された導入空気は空
気経路切り替え装置４０ａを通過して空気経路Ａ１の顕熱交換器２０に流入する。ここで
導入空気は空気流路Ｃを通過する外気ＯＡ２と顕熱交換を行って冷却される（状態ａ３）
。このとき、空気流路Ａの顕熱交換器２０を通過する空気の露点温度が外気ＯＡ２よりも
高い場合は結露するため冷却除湿され、低い場合は冷却のみとなる。顕熱交換した通過空
気は給気ＳＡとなり室内に供給される。
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【００２８】
　空気流路Ａの顕熱交換器２０を通過する空気の露点温度が外気ＯＡ２よりも高い場合に
は結露が発生するが、結露の発生量は、空気流路Ｃを通過する風量によって変化する。結
露発生時には送風装置３０ｃの能力を下げて空気流路Ｃの風量を減少させることで、除湿
される量を減少し、加湿量の減少を最小限に留めることが可能である。
【００２９】
　（空気流路Ｂ）
　空気流路Ｂでは、還気ＲＡより導入された導入空気（状態ｂ１）は空気経路切り替え装
置４０ｃを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ａを通過
する外気ＯＡ１（状態ａ１）と全熱交換を行って冷却除湿される（状態ｂ２）。冷却除湿
された通過空気は排気ＥＡ１となり室外に排気される。
【００３０】
　（空気流路Ｃ）
　空気流路Ｃでは、外気ＯＡ２より導入された導入空気（状態ｃ１）は顕熱交換器２０に
送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ａを通過する空気（状態ａ２）と顕熱交換を行
って加熱される（状態ｃ２）。加熱された通過空気は排気ＥＡ２となり室外に排気される
。
【００３１】
　《暖房加湿運転》
　図１、図４を用いて、本実施の形態１の暖房加湿運転時の動作について説明する。
【００３２】
　図４は暖房加湿運転状態での各空気流路での状態を示す湿り空気線図である。また、空
気状態を示す「状態ａ１～状態ａ３」は、図１における空気流路Ａでのカッコで囲った記
号「ａ１～ａ３」に、「状態ｂ１～状態ｂ２」は、図１における空気流路Ｂでのカッコで
囲った記号「ｂ１～ｂ２」に、「状態ｃ１～状態ｃ２」は、図１における空気流路Ｃでの
カッコで囲った記号「ｃ１～ｃ２」に、それぞれ対応している。
【００３３】
　《空気側回路の動作説明》
　（空気流路Ａ）
　続いて、暖房加湿運転時における空気流路Ａの空気側回路の動作について図４を用いて
説明する。このとき室外空気は室内空気よりも低温低湿であるとする。
　空気流路Ａでは、外気ＯＡ１より導入された導入空気（状態ａ１）は空気経路切り替え
装置４０ｂを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ｂを通
過する室内空気ＲＡと全熱交換を行って暖房加湿される（状態ａ２）。このとき、加湿さ
れた空気は、導入空気より温度が高くなり、露点温度も高くなる。加湿された導入空気は
空気経路切り替え装置４０ａを介して空気経路Ａ４に流入し、給気ＳＡとなって室内に供
給される。
【００３４】
　（空気流路Ｂ）
　空気流路Ｂでは、還気ＲＡより導入された導入空気（状態ｂ１）は空気経路切り替え装
置４０ｃを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ａを通過
する外気ＯＡ１（状態ａ１）と全熱交換を行って冷却除湿される（状態ｂ２）。冷却除湿
された通過空気は排気ＥＡ１となり室外に排気される。
【００３５】
　（空気流路Ｃ）
　空気流路Ｃでは、暖房加湿運転の場合は空気流路Ａの空気が顕熱交換器２０を通過しな
いために、送風装置３０ｃを停止させて空気流路Ｃに空気が流れないようにしている（顕
熱交換は行わない）。
【００３６】
　《冷房除湿運転（外気が高温高湿）》
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　図１、図５を用いて、本実施の形態１の冷房除湿運転時（外気が高温高湿）の動作につ
いて説明する。
【００３７】
　図５は冷房除湿運転状態での各空気流路での状態を示す湿り空気線図である。また、空
気状態を示す「状態ａ１～状態ａ３」は、図１における空気流路Ａでのカッコで囲った記
号「ａ１～ａ３」に、「状態ｂ１～状態ｂ２」は、図１における空気流路Ｂでのカッコで
囲った記号「ｂ１～ｂ２」に、「状態ｃ１～状態ｃ２」は、図１における空気流路Ｃでの
カッコで囲った記号「ｃ１～ｃ２」に、それぞれ対応している。
【００３８】
　《空気側回路の動作説明》
　（空気流路Ａ）
　続いて、冷房除湿運転時における空気流路Ａの空気側回路の動作について図５を用いて
説明する。このとき室外空気は室内空気よりも高温高湿であるとする。
　空気流路Ａでは、外気ＯＡ１より導入された導入空気（状態ａ１）は空気経路切り替え
装置４０ｂを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ｂを通
過する室内空気ＲＡと全熱交換を行って冷房除湿される（状態ａ２）。このとき、除湿さ
れた空気は導入空気より温度は低くなり、露点温度は低くなる。除湿された導入空気は空
気経路切り替え装置４０ａを通過して空気経路Ａ４を通過して給気ＳＡとなり室内に供給
される。
【００３９】
　（空気流路Ｂ）
　空気流路Ｂでは、還気ＲＡより導入された導入空気（状態ｂ１）は空気経路切り替え装
置４０ｃを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ａを通過
する外気ＯＡ１（状態ａ１）と全熱交換を行って加熱し、加湿される（状態ｂ２）。加熱
し、加湿された通過空気は排気ＥＡ１となり室外に排気される。
【００４０】
　（空気流路Ｃ）
　空気流路Ｃでは、冷房除湿運転の場合は空気流路Ａの空気が顕熱交換器２０を通過しな
いために、送風装置３０ｃを停止させて空気流路Ｃに空気が流れないようにしている（顕
熱交換は行わない）。
【００４１】
　《冷房除湿運転（外気が低温高湿）》
　図１、図６を用いて、本実施の形態１の冷房除湿運転時（外気が低温高湿）の動作につ
いて説明する。
【００４２】
　図６は冷房加湿運転状態での各空気流路での状態を示す湿り空気線図である。また、空
気状態を示す「状態ａ１～状態ａ３」は、図１における空気流路Ａでのカッコで囲った記
号「ａ１～ａ３」に、「状態ｂ１～状態ｂ２」は、図１における空気流路Ｂでのカッコで
囲った記号「ｂ１～ｂ２」に、「状態ｃ１～状態ｃ２」は、図１における空気流路Ｃでの
カッコで囲った記号「ｃ１～ｃ２」に、それぞれ対応している。
【００４３】
　《空気側回路の動作説明》
　（空気流路Ａ）
　続いて、冷房除湿運転時（外気が低温高湿）における空気流路Ａの空気側回路の動作に
ついて図６を用いて説明する。このとき室外空気は室内空気よりも低温高湿であるとする
。
　空気流路Ａでは、外気ＯＡ１より導入された導入空気（状態ａ１）は空気経路切り替え
装置４０ｂを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ｂを通
過する室内空気ＲＡと全熱交換を行って加熱され、除湿される（状態ａ２）。このとき、
加熱され、除湿された空気は導入空気より温度は高くなり、露点温度は低くなる。加湿さ
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れた導入空気は空気経路切り替え装置４０ａを通過して空気経路Ａ３の顕熱交換器２０に
流入する。ここで導入空気は空気流路Ｃを通過する外気ＯＡ２と顕熱交換を行って冷却さ
れる（状態ａ３）。このとき、空気流路Ａの顕熱交換器２０を通過する空気の露点温度が
外気ＯＡ２よりも高い場合は結露するため冷却除湿され、低い場合は冷却のみとなる。顕
熱交換した通過空気は給気ＳＡとなり室内に供給される。
【００４４】
　空気流路Ａの顕熱交換器２０を通過する空気の露点温度が外気ＯＡ２よりも高い場合の
結露量は、空気流路Ｃを通過する風量によって変化する。よって、除湿能力を上げたい場
合には、送風装置３０ｃを制御して空気流路Ｃの風量を増加させればよい。
【００４５】
　（空気流路Ｂ）
　空気流路Ｂでは、還気ＲＡより導入された導入空気（状態ｂ１）は空気経路切り替え装
置４０ｃを通過して全熱交換器１０に送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ａを通過
する外気ＯＡ１（状態ａ１）と全熱交換を行って冷却され、加湿される（状態ｂ２）。冷
却され、加湿された通過空気は排気ＥＡ１となり室外に排気される。
【００４６】
　（空気流路Ｃ）
　空気流路Ｃでは、外気ＯＡ２より導入された導入空気（状態ｃ１）は顕熱交換器２０に
送り込まれる。ここで導入空気は空気流路Ａを通過する空気（状態ａ２）と顕熱交換を行
って加熱される（状態ｃ２）。加熱された通過空気は排気ＥＡ２となり室外に排気される
。
【００４７】
　《換気運転》
　換気運転では、空気経路切り替え装置４０ｂを操作して空気流路Ａを経路Ａ２とし、外
気がそのまま給気ＳＡとなり、空気経路切り替え装置４０ｃを操作して空気流路Ｂを経路
Ｂ２とし、室内空気ＲＡをそのままＥＡ１となる。なお、換気運転の場合は、空気流路Ａ
の空気が顕熱交換器２０を通過しないために、送風装置３０ｃを停止させて空気流路Ｃに
空気が流れないようにしている。
【００４８】
　本例の空気調和装置は、以上の各運転を行う。ここで、冷房除湿運転には、上述したよ
うに外気が高温高湿の場合と、外気が低温高湿の場合の２通りある。制御回路４は冷房除
湿を行うに際しては、温湿度検知装置１ａと温湿度検知装置１ｂのそれぞれの検知信号に
基づいて、冷房除湿運転を切り替える。具体的には、制御回路４は、温湿度検知装置１ａ
により検出された、空気流路Ａの全熱交換器１０よりも上流の空気温度が、温湿度検知装
置１ｂにより検出された、空気流路Ｂの全熱交換器１０よりも上流の空気温度以上であっ
た場合、空気流路Ａの空気経路が、全熱交換器１０を通過後、顕熱交換器２０を迂回する
経路となるように空気経路切り替え装置４０ａを切り替える。また、制御回路４は、温湿
度検知装置１ａにより検出された、空気流路Ａの全熱交換器１０よりも上流の空気温度が
、温湿度検知装置１ｂにより検出された、空気流路Ｂの全熱交換器１０よりも上流の空気
温度未満であった場合、空気流路Ａの空気経路が、全熱交換器１０を通過後、顕熱交換器
２０を通過する経路となるように空気経路切り替え装置４０ａを切り替える。
【００４９】
　以上に説明した空気調和装置の効果について、以下にまとめて記載する。
【００５０】
　冷房加湿運転では、まず最初に外気ＯＡ１を全熱交換器１０にて室内空気ＲＡと熱交換
させて湿度を上げ、続いて顕熱交換器２０にて外気ＯＡ２と熱交換して温度を下げて室内
に供給する。よって、本例の構成によれば、冷房加湿時に、送風装置３０ａ～３０ｃの動
力のみで室内の顕熱負荷と潜熱負荷の両方を処理することが可能となる。よって、空気調
和装置を用いた室内換気を行うにあたり、室内空調側の入力増大を軽減でき、省エネとな
り、結果として環境保全にも貢献することが可能となる。この効果は、冷房除湿（外気が
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低温高湿時）においても同様である。
【００５１】
　また、本例の空気調和装置では空気経路切り替え装置４０ａを設けて顕熱交換器２０を
迂回することが可能な構成としたため、暖房加湿時や冷房除湿時（外気が高温高湿）にお
いて全熱交換器１０通過後の空気流路Ａで室内顕熱負荷が増加するのを防ぐことが可能と
なる。
【００５２】
　また、空気経路切り替え装置４０ｂを操作して空気流路Ａを経路Ａ２とすることにより
、外気をそのまま取り入れて室内を換気することが可能となる。
【００５３】
　このように、空気経路切り替え装置４０ａ、４０ｂを設けることによって様々な運転状
態に合わせた外気処理が可能となる。
【００５４】
　また、顕熱交換器２０において流出部の位置を流入部よりも低い位置にすることで、冷
房加湿時に顕熱交換器２０内部で結露水が発生しても、顕熱交換器２０内部を流れる風と
、重力によって結露水が排水されるため、風路圧損が増加するのを防ぐことが可能となる
。
【００５５】
　また、顕熱交換器２０内部の少なくとも空気流路Ａの流路壁面に親水性又は疎水性を向
上させる加工をすると、更に結露水の排水が促進され、風路圧損の増加を防ぐことが可能
となる。親水性又は疎水性を向上させる加工とは、例えば、流路壁面に、フッ素系樹脂や
、シリコン系樹脂などを用いて形成した層を施す加工である。
【００５６】
　また、空気流路Ｃを流れる空気流量は、その風路構成上、空気流量を大きく変化させて
も室内換気量に影響がない。よって、給気ＳＡの目標温度に合わせて空気流路Ｃの風量を
制御することが可能となり、空気流量のみで給気温度の制御が可能となる。
【００５７】
　また、冷房加湿運転時において、空気流路Ａの顕熱交換器２０を通過する空気の露点温
度が外気ＯＡ２よりも高い場合、空気流路Ｃの風量を減少させることで除湿量を低減でき
る。すなわち、加湿量の減少を最小限に留めることが可能である。
【００５８】
　また、全熱交換器１０通過後に顕熱交換器２０を通過しない暖房加湿運転時、冷房除湿
運転（外気が高温高湿）時及び換気運転時には、送風装置３０ｃを停止させることで消費
電力を減少させることが可能である。
【００５９】
　また、冷房除湿を行う場合には、室内空気の温度及び外気の温度に基づいて経路を切り
替えるので、その時々の環境に合った経路を選択して効率良く冷房除湿を行うことができ
る。
【００６０】
実施の形態２．
　実施の形態２は、実施の形態１の空気調和装置を備えた空気調和システムに関する。
【００６１】
　図７は、本発明の実施の形態２に係る空気調和システムの構成を示す図である。
　実施の形態２の空気調和システムは、実施の形態１の空気調和装置を外気処置換気装置
１００として備えている。空気調和システムは更に、冷暖房装置１１０と加湿装置１２０
とを備え、これら３つの装置によって同一の空調対象空間２００の空調を行う。この構成
により、室内換気負荷を外気処置換気装置１００が軽減し、室内潜熱負荷（加湿時）は加
湿装置１２０が処理し、室内顕熱負荷を冷暖房装置１１０が処理することにより、冷暖房
装置１１０の後述の圧縮機による熱処理量を減少でき、効率の良い空気調和システムが得
られる。
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【００６２】
　冷暖房装置１１０は、少なくとも一つの圧縮機、二つの熱交換器、一つの絞り装置（何
れも図示せず）を有する冷媒回路を有し、二つの熱交換器の内一つは室外機７０に配置さ
れ、残りの一つは室内機６０に配置される。冷房運転、暖房運転の切り替えには四方弁な
どを配置して冷媒回路を切り替えることにより可能となる。
【００６３】
　冷暖房装置１１０が冷房運転する際には室外機７０に配置された熱交換器は凝縮器とし
て機能し、室内機６０に配置された熱交換器は蒸発器として機能する。冷暖房装置１１０
が暖房運転する場合には室外機７０に配置された熱交換器は蒸発器として機能し、室内機
６０に配置された熱交換器は凝縮器として機能する。
【００６４】
　加湿装置１２０は、潜熱処理用の加湿部５０を有し、室内空気ＲＡを取り込んで加湿部
５０加湿し、加湿した空気を送風装置３０ｄで空調対象空間２００に送り込む。
【００６５】
　空調対象空間２００の冷房加湿時には、外気処置換気装置１００は上記実施の形態１の
冷房加湿運転を実施し、加湿装置１２０は加湿運転を実施し、更に冷暖房装置１１０は冷
房運転を実施して空調対象空間２００の冷房加湿を行う。外気処置換気装置１００によっ
て冷房加湿を行うことによって、加湿装置１２０及び冷暖房装置１１０のそれぞれの負荷
を減少でき、冷暖房装置１１０の入力を減少させることができる。
【００６６】
　ところで、加湿装置１２０で加湿を行い、冷暖房装置１１０で冷房を行っていると、冷
暖房装置１１０の冷媒回路において室内機６０の熱交換器を通過する冷媒の蒸発温度が、
リモートコントローラ１３０にて設定された目標温湿度より演算された露点温度よりも低
い場合、加湿装置１２０で加湿しているにも係わらず、室内機６０で除湿されてしまう。
よって、この場合、冷暖房装置１１０の冷媒の蒸発温度を、前記露点温度よりも同等以上
に制御する。これにより、加湿装置１２０によって加湿した室内空気を室内機６０によっ
て冷却除湿してしまうことを防止でき、加湿装置１２０の入力を更に減少させることが可
能となる。
【００６７】
　なお、室内機６０の蒸発器を通過する冷媒の蒸発温度を前記露点温度以上とするには、
冷媒回路の絞り装置を開度調整可能な調整弁とし、開度を制御することによって蒸発温度
を変化させることが可能となる。
【００６８】
　冷房加湿時に加湿装置１２０の加湿部５０が空調対象空間２００の潜熱負荷を過度に処
理してしまう場合、すなわち過度に加湿してしまう場合には、冷暖房装置１１０の冷媒蒸
発温度を目標温湿度から演算した露点温度と同程度にすることによって、室内機６０が冷
却除湿することになる。これにより、他のセンサーを設けることなく、設定された目標温
湿度から大きく外れることのない湿度制御が可能となる。
【００６９】
　以上説明したように、本実施の形態２の空気調和システムは、実施の形態１の空気調和
装置を備えているため、実施の形態１に記載の効果を有する空気調和システムを得ること
ができる。また、室内の顕熱、潜熱負荷は冷媒回路を備えた冷暖房装置１１０以外、すな
わち外気処置換気装置１００で主に処理することで、冷暖房装置１１０の入力を減少させ
ることが可能になり省エネとなる。
【符号の説明】
【００７０】
　１ａ～１ｃ　温湿度検知装置、２　温度検知装置、３ａ～３ｃ　風速検知装置、４　制
御回路、１０　全熱交換器、２０　顕熱交換器、３０ａ～３０ｄ　送風装置、４０ａ～４
０ｃ　空気経路切り替え装置、５０　加湿部、６０　室内機、７０　室外機、１００　外
気処置換気装置、１１０　冷暖房装置、１２０　加湿装置、１３０　リモートコントロー
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ラ、２００　空調対象空間、Ａ　空気流路、Ａ１～Ａ４　空気経路（詳細経路）、Ｂ　空
気流路、Ｂ１、Ｂ２　空気経路（詳細経路）、Ｃ　空気流路、ＥＡ１、ＥＡ２　排気、Ｏ
Ａ１、ＯＡ２　外気、ＲＡ　還気（室内空気）、ＳＡ　給気。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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