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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体（１０１）と、
　前記本体（１０１）の前面の上部に設けられる室内用温湿度感知センサー（１２９）と
、
　前記室内用温湿度感知センサー（１２９）と表示窓の設定温度及び設定湿度と連携され
るコントロールボックス（１０２）と、
　前記本体（１０１）の内部に設けられ、ウォータータンクの水平貯水部（１１２ａ）及
びウォータータンクの垂直部（１１２ｂ）で構成されるウォータータンク（１１２）と、
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられる加湿用ウォータータンク（１３０
）と、
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられたものであって、冷熱容量を増大さ
せるために連続的に締結される蓄冷剤（１１６）と、
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられる水温用温度感知センサー（１３１
）、シーズヒーター（１１５）、及び前記水温用温度感知センサー（１３１）と連携され
るコントロールボックス（１０２）と、
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられるマトリックス（１１３）と、
　前記本体（１０１）の内部に設けられるファン（１０３）及びファン駆動モーター（１
０４）と、
　前記本体（１０１）の内部に設けられ、前記ファン（１０３）によって発生された風を
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前記本体（１０１）の外部に誘導させて吐出する空気ダクト（１３４）と、を含むことを
特徴とする、省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。
【請求項２】
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられるものであって、マトリックス除湿
用ウォータータンクの排水口（１５８）が備えられたマトリックス除湿用ウォータータン
ク（１５７）と、
　前記ウォータータンク（１１２）と前記マトリックス除湿用ウォータータンク（１５７
）に設けられたものであって、両側の締結板（１３９）の間に多数枚で構成され、空気の
移動のために孔が開いた多孔板（１３６）が一定の間隔を維持しながら、夏に前記蓄冷剤
（１１６）の冷熱によって移送される空気から除湿された水の移送用であって、孔が開け
た多数のスペース四角バー（１３８）を交互に組み立てて、前記ウォータータンク（１１
２）の内部の冷熱と直接的に接触されるようにした前記マトリックス（１１３）と、を含
むことを特徴とする、請求項１に記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温
風機。
【請求項３】
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に位置されたマトリックス用開口部（１４２）
と、
　前記マトリックス用開口部（１４２）の内部に設けられたものであって、両側の締結板
（１３９）の間に多数枚で構成され、空気の移動のために孔が開いた多孔板（１３６）の
一定の距離を維持しながら、夏に除湿された水の移送用であった、孔が開いた多数のスペ
ース四角バー（１３８）を交互に組み立てて、前記ウォータータンク（１１２）内部の冷
熱と間接的な接触するようにした前記マトリックス（１１３）と、を含むことを特徴とす
る、請求項１に記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。
【請求項４】
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられるものであって、部品の組み立て及
び分解が可能になるウォータータンクのカバー（１１２ｃ）と、
　除湿用ウォータータンク（１２１）の内部に部品の組み立て及び分解のための除湿用ウ
ォータータンクのカバー（１４５ｃ）と、を含むことを特徴とする、請求項１に記載の省
エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。
【請求項５】
　前記本体（１０１）の内部に設けられるものであって、加湿吐出口（１３３）または前
記ウォータータンク（１１２）の上部側の前記加湿吐出口（１３３）に備えられる粒子分
離膜（１１７）を含むことを特徴とする、請求項１に記載の省エネルギー型オールシーズ
ンスマート安全冷温風機。
【請求項６】
　夏の除湿及び結露現象によって、前記ウォータータンク（１１２）において、外部の表
面に沿って流れ落ちる水を除湿用ウォータータンク（１２１）に全て回収するために、前
記除湿用ウォータータンク（１２１）は、前記ウォータータンク（１１２）の下端に設け
られるものであって、前記ウォータータンク（１１２）の下部の断面に比べてより大きな
断面を有する構造と共に、上部の表面は追加的な樋用であって、四角の周りに拡張された
除湿用ウォータータンクのカバー形状（１４５ｇ）を含むことを特徴とする、請求項１に
記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。
【請求項７】
　前記除湿用ウォータータンク（１２１）の内部に設けられるものであって、除湿用ウォ
ータータンクの引込口（１４１）側に連関して取り付けられるものであって、漏れ防止の
ために一種のチェックバルブの役割を遂行するために、下部に拡張表面を含む漏れ防止樋
用キャップ（１４３）を含むことを特徴とする、請求項４に記載の省エネルギー型オール
シーズンスマート安全冷温風機。
【請求項８】
　前記除湿用ウォータータンク（１２１）の下部に設けられるものであって、本体（１０
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１）の外部の開口部に突き出た除湿用ウォータータンクの排水口’（１５６）を含むこと
を特徴とする、請求項４に記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。
【請求項９】
　前記本体（１０１）の内部に設けられるものであって、前記ファン駆動モーター（１０
４）の内部の表面の一側には、前記コントロールボックス（１０２）と連携されて稼動さ
れるように接続されるファン駆動モーターの過熱感知用センサー（１０７）を含むことを
特徴とする、請求項１に記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。　
【請求項１０】
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられたものであって、夏の冷熱容量を増
大させるために連続的に締結される蓄冷剤（１１６）を含むことを特徴とする、請求項１
に記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。
【請求項１１】
　前記ウォータータンク（１１２）の内部に設けられるものであって、水温用温度感知セ
ンサー（１３１）とシーズヒーター（１１５）及び前記水温用温度感知センサー（１３１
）と連携される前記コントロールボックス（１０２）を含むことを特徴とする、請求項１
に記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機。
【請求項１２】
　前記空気ダクト（１３４）の内部に設けられるものであって、熱交換器（１２４）を含
むことを特徴とする、請求項１に記載の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温
風機。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機に関し、より詳しくは
、夏に使用する場合は、湿気を除去して冷風除湿ができるようにし、また、一時的に室内
温度が降下する際は、瞬間温風の供給ができるようにし、さらに、冬に使用する場合は、
湿気を供給して温風加湿ができるようにし、さらに、春と秋には別途の加湿機能を備える
ことでオールシーズンの利用が可能であると共に、室内用温湿度感知センサーと水温用温
度感知センサーの取り付けによって室内の温湿度の制御が可能であり、結果的に、これら
の全ての機能が知能的に作動及び停止すると共に、稼働が連続的に連携された作動によっ
てエネルギーが低減されるものであって、使用における便宜性が非常に向上され、その他
に、ファン駆動モーターの内部の表面の一側にサーモスタットセンサーであるファン駆動
モーターの過熱防止用センサーを備えることで、ファン駆動モーターの連関部品の損傷や
火災などの安全事故を予防するものであり、特に、本体がユーザーの不注意によって転覆
される場合にも水が外部に漏れ出すことを根本的に防止した技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、冷温風機は、夏には冷たい空気を室内に供給することで冷房ができるように
し、冬には熱い空気を室内に供給することで暖房ができるようにするものである。
【０００３】
　図１には、従来の一つの冷温風機の縦断面図が示されている。
【０００４】
　図１に示すように、従来において、前記冷温風機２００は、本体２０１の後面の中央に
空気吸入口２２５と空気フィルター２１１が備えられ、本体２０１の前面の上部に空気吐
出口２２６が備えられ、本体２０１の内部の中央にファン２０３とファン駆動モーター２
０４が設けられる形態を有するものが主に使用されてきた。
【０００５】
　前記従来の冷温風機２００は、本体２０１の内側の下部に水筒２０９と、水中ポンプで
あるウォーターポンプ２０８と、が設けられ、水筒２０９の内部に蓄冷剤２０７が設けら
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れ、空気吸入口２２５にウォーターカーテン２１０及び空気フィルター２１１が設けられ
、空気吐出口２２６には電気ヒーター２０５が設けられる。
【０００６】
　図１において、未図示の図面符号２０２は、制御部であるコントロールボックス、２０
６は移送用モーター、２３５は低水位センサーである。
【０００７】
　前記従来の冷温風機２００は、夏に冷風機として使う場合、水筒２０９に入れた蓄冷剤
２０７を通じて冷たくなった水をウォーターポンプ２０８を通じて上部に引き上げてウォ
ーターカーテン２１０へ流し出すようになり、空気吸入口２２５を経て空気フィルター２
１１を通じて引込された室内空気によって水が気化されることで温度が降下した空気を、
ファン２０３と空気ダクト２１２とを通じて空気吐出口２２６に誘導して室内に供給する
。
【０００８】
　前記従来の冷温風機２００は、室内空気より低温の空気を室内に供給するものの、除湿
機能がなく、むしろ気化によって加湿効果による不快感をユーザーに与えるという問題が
あった。
【０００９】
　前記従来の冷温風機２００は、継続的に使用する場合、たまにファン駆動モーター２０
４の過熱によって連関部品の損傷や火災などの事故が発生してしまう問題があった。
【００１０】
　前記従来の冷温風機２００は、周辺の温度によって水の気化量が変化して、一日中使用
する中でもよく水筒２０９に水を補充しなければならないという不便があり、外部からの
衝撃やユーザーの不注意によって本体２０１が転覆してしまえば、水筒２０９の内部から
水が漏れ出して、木の材質の床を損傷してしまうという問題があった。
【００１１】
　一方、前記従来の冷温風機２００を冬に使用する場合、本体２０１の内部の空気吐出口
２２６側に設けられた２～３ｋＷほどの電気ヒーター２０５とファン２０３に、空気吸入
口２２５を通じて本体２０１の内部に流入された室内空気を温風にして、空気吐出口２２
６によって室内に供給するようになるところ、この際、電気ヒーター２０５の稼動による
電気料の過大な負担と共に、加湿ができないため非経済的であり、人肌が乾燥してかさか
さしてしまうという問題があった。
【００１２】
　前記従来の冷温風機２００は、夏に使用する場合、空気を冷却させるために水で気化さ
せて冷風加湿されるので、夏に要求される冷風除湿ではなく、むしろ加湿を誘発させる冷
風加湿によって空気吐出口２２６の空気は冷却された空気であるものの、非常にじめじめ
しているという短所を有しており、さらに、蓄冷剤２０７の頻繁な交換と共に、水を常時
補充しなければならないという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】大韓民国特許登録第１０－０６２５７５１号
【特許文献２】大韓民国特許登録第１０－０３５０７７５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、前記従来の実情を勘案して案出されたものであって、その目的は、エネルギ
ーの削減ができるようにして、稼動による電気料の負担を軽減させ、夏には冷風除湿を行
うことを可能にすると共に、冬には温風加湿の供給ができるようにして、より快適な冷房
と暖房を可能にする、省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機を提供するこ
とにある。
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【００１５】
　本発明の他の目的は、春や夏に別途の加湿機能と共に、夏及び秋の雨天時あるいは突然
の室内温度の降下では一定範囲の温度内で電気ヒーターによる瞬間温風が自動的に作動す
るようにする、省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機を提供することにあ
る。
【００１６】
　本発明の更に他の目的は、室内用温湿度感知センサーの取り付けによる室内温度とコン
トロールボックス内の設定温度と比較して、これによって相互連携させて知能的に作動及
び停止すると共に、連続的に稼動されるようにすることで省エネルギーが可能になり、ウ
ォータータンクの内部に水温用温度感知センサーとウォータータンクの高低位水位計の取
り付けによって、シーズヒーターとの連携によるエネルギーの削減と共に、除湿用ウォー
タータンクの内部に除湿用ウォータータンクの高位水位計の取り付けによって本体の前面
の上部の制御部であるコントロールボックス内のランプが表示されるようにすることで、
水の過剰と不足及び除去を非常に便利にする、省エネルギー型オールシーズンスマート安
全冷温風機を提供することにある。
【００１７】
　本発明の更に他の目的は、ファン駆動モーターの内部の表面の一側に、サーモスタット
センサーであるファン駆動モーターの過熱防止用センサーを装着することで、継続的に長
時間に亘って使用する場合、ファン駆動モーターの過熱によるファン駆動モーター及び構
成部品の損傷や火災などの安全事故の予防ができるようにする、省エネルギー型オールシ
ーズンスマート安全冷温風機を提供することにある。
【００１８】
　本発明の更に他の目的は、外部からの衝撃やユーザーの不注意によって本体が転覆され
た場合、一種のチェックバルブの役割を代行する漏れ防止樋用キャップ、粒子分離膜、ガ
スケットあるいはカスキャットリング、ゴムあるいはゴムリングなどの取り付けによって
、ウォータータンク及び除湿用ウォータータンクの内部の水が外部に一切流出されないよ
うにすることで、木の材質の床を損傷してしまうという問題を根本的に封鎖できるように
する、省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記の目的を達成するための本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温
風機は、本体と、前記本体の前面の上部に設けられるコントロールボックスと、前記本体
の前面の上部に室内用温湿度感知センサーと、前記本体の内部に設けられるものであって
、ウォータータンクの水平貯水部とウォータータンクの垂直部が設けられるウォータータ
ンクと、前記ウォータータンクの水平貯水部の内部に設けられるシーズヒーターと、前記
ウォータータンクの水平貯水部の内部に設けられる水温用温度感知センサーと、前記ウォ
ータータンクの垂直部の内部の両側にの離隔して設けられる２対の垂直型蓄冷剤と、前記
ウォータータンクの水平貯水部と前記ウォータータンクの垂直部に設けられるウォーター
タンクの高位及び低位水位計、ウォータータンクの通風口、ウォータータンクの排水口、
及びウォータータンクの下部の四角の隅にウォータータンクの半球状の受け台と、前記ウ
ォータータンクの垂直部の中央の内部に、冷熱によって直接的な接触型あるいは前記ウォ
ータータンクの垂直部の中央のマトリックス用開口部の内部に、夏の蓄冷剤の使用によっ
て、冷熱による間接的な接触型で設けられるマトリックスと、前記本体の内部の中央に設
けられて風を生成するファン及びファン駆動モーターと、前記ファン駆動モーターの内部
の表面の一側にサーモスタットセンサーによって設けられるファン駆動モーターの過熱防
止用センサーと、前記本体の内部の中央及び上部に設けられるものであって、前記ファン
及びファン駆動モーターから発生された風を本体の外部に誘導して吐出する空気ダクトと
、前記空気ダクトの空気吐出口の前方に乗降可能に設けられる移送用モーター及び電気ヒ
ーターと、前記空気ダクトの内部に設けられる熱交換器と、前記ウォータータンクの水平
貯水部と熱交換器との間に設けられ、ウォータータンクの水平貯水部の水を熱交換器に供
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給する循環ポンプと、前記ウォータータンクの垂直部の内部の上部に超音波加湿用モジュ
ールが取り付けられた加湿用ウォータータンクと、前記ウォータータンクの貯水部から前
記熱交換器の入口までと共に、前記熱交換器の出口から前記加湿用ウォータータンクの引
込口まで連結される供給ホース及び固定用クランプと、前記ウォータータンクの水平貯水
部と、前記ウォータータンクの垂直部の内部側の中央に設けられるものであって、マトリ
ックス除湿用ウォータータンクの排水口が備えられたマトリックス除湿用ウォータータン
クと、前記マトリックス除湿用ウォータータンクの排水口から前記ウォータータンクの下
部側の中央部位のウォータータンクのマトリックス排水口まで連結されるマトリックス除
湿用還水ホース及び固定用クランプと、前記ウォータータンクの下部に連結されるもので
あって、除湿用ウォータータンクの上部側の表面は、夏の結露及び除湿された水がウォー
タータンクの外部の表面に沿って容易に流入されるように、前記ウォータータンクの水平
貯水部の上部側の外部の表面に対して、中央を中心として上向勾配状である四面体断面形
態と、前記ウォータータンクの半球状の受け台と噛み合う除湿用ウォータータンクの半球
状の受け台を含む前記除湿用ウォータータンクの上部側の表面は、中央を中心として下向
勾配状の四面体の断面形態であって、前記ウォータータンクのマトリックス排水口を通じ
て除湿された水と連結され、除湿用ウォータータンクのカバー側の中心から下方に突き出
た除湿用ウォータータンクの引込口、前記除湿用ウォータータンクの引込口側に以前の灯
火状であって、一体型で構成されたものであって、クランプによって固定され、下部には
拡張された表面を含む一種のチェックバルブの役割を行う漏れ防止樋用キャップ、除湿用
ウォータータンクの通風口、除湿用ウォータータンクの高位水位計、除湿用ウォータータ
ンクの排水口が取り付けられた前記除湿用ウォータータンクと、前記ウォータータンクの
垂直部の内部の上部の側面に前記ウォータータンクの通風口、前記ウォータータンクの垂
直部の上部側の加湿吐出口、前記除湿用ウォータータンクの後面の上部の側面に前記除湿
用ウォータータンクの通風口などでの粒子分離膜と、前記ウォータータンク、前記加湿用
ウォータータンク、前記マトリックス除湿用ウォータータンク、前記除湿用ウォータータ
ンクなどで水の供給及び除湿された水の排水のために、この際に連結される場所からの漏
れを防止するためのガスケット及びガスケットリング、あるいはゴム及びゴムリングと、
前記本体の前面及び後面を結合させる本体のケーシングに、内部の表面に結露現象防止用
断熱材が取り付けられた本体の前面カバー及び本体の後面カバーと、前記本体と、前記本
体の前面カバー及び前記本体の後面カバーとの開口部、連結部、結合部などには漏水防止
用ゴム及びゴムリング、あるいはガスケット及びガスケットリングが設けられる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機は、夏に使用する場合、
蓄冷剤として、冷水による冷熱によって金属材質で構成されたマトリックスの通過による
湿コイルの作用によって１次の冷風除湿が行われ、その後、冷水によって供給された熱交
換器を２次的に通過させ、この際、乾コイルの作用によってより効果的な冷風除湿が行わ
れ、水の消費量がほぼ発生されないため、ウォータータンクに水を補充する必要がなく、
ここで除湿された水は除湿用ウォータータンクへ還水され、除湿用ウォータータンクの排
水口を通じて外部に放出される。
【００２１】
　また、冬に使用する場合、高い電気エネルギーを消費する電気ヒーターではなく、１／
１０ほどに低い水準の電気容量のシーズヒーターと水温用温度感知センサーと連携させ、
温水を循環ポンプによって熱交換器を経て再びウォータータンクの垂直部の上部の内側に
設けた加湿用ウォータータンクへ供給する場合、温水の温度によって発生された水蒸気と
超音波加湿用モジュールの稼動によって十分な水蒸気を生産し、温風加湿された空気を室
内に提供することによってエネルギーを大幅に削減することができる。
【００２２】
　このように、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機は、電気エ
ネルギーの消費の節減に大きく貢献すると共に、ユーザーの便宜に応じて適切な温度及び
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湿度の加湿機能を追加することで、ユーザーの肌の乾燥を予防することができるので、快
適な環境で経済的かつ使用面で非常に便利に利用することができる。
【００２３】
　さらに、春または秋などに、室内が乾燥している場合は、別途の加湿機能と共に、夏及
び秋に利用する場合、雨天などによって急に室内温度が降下する場合は、電気ヒーターを
稼動することで、ある一定の温度の以下に下がることを一時的に制限する瞬間温風を供給
するところ、この際にも本体のコントロールボックスと室内用温湿度感知センサーによっ
てコントロールボックス内の設定温度及び設定湿度と室内用温湿度感知センサーのうち、
室内用温度感知センサーとの連携による稼働によって省エネルギーを図ることができる。
【００２４】
　よって、本体の前面の上部に室内用温湿度感知センサーと本体の内部のウォータータン
クの貯水部内のシーズヒーターと水温用温度感知センサーなどを取り付けて、室内温度、
室内湿度と本体のコントロールボックス内の設定温度及び設定湿度との比較による運転を
行うことで、知能的に稼動及び停止すると共に、連続的な稼動が体系的に具現され、これ
によって非常に便利な稼働及び省エネルギーの実現が可能になる。
【００２５】
　特に、ファン駆動モーターの内部の表面の一側に、サーモスタットセンサーであるファ
ン駆動モーターの過熱防止用センサーを装着することで、長時間に亘って稼働する場合、
ファン駆動モーターの過熱によるファン駆動モーター及び構成部品の損傷や火災などの安
全事故の予防が可能になる。
【００２６】
　さらに、本体のコントロールボックス内の選択スイッチ機能と共に、ウォータータンク
の高低位水位計及び除湿用ウォータータンクの高位水位計の取り付けによる水の過多ある
いは不足、または排水時に、それをランプなどによる警告表示によって、水に対する問題
を非常に便利に解決することができる。
【００２７】
　その他に、本体が外部からの衝撃やユーザーの不注意によって転覆してしまう場合、除
湿された水の漏れを防止するための漏れ防止樋用キャップ、粒子分離膜、ガスケット及び
ガスケットリング、ゴム及びゴムリングなどを通じて本体の内部の水が外部に漏れ出すこ
とを遮断させることで、木の材質で施工された床などの損傷を根本的に封鎖することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来の一つの冷温風機の縦断面図である。
【図２】本発明の一実施例の要部の縦断面図である。
【図３】同実施例の分解斜視図である。
【図４】同実施例の要部の背面図である。
【図５】同実施例のファンと空気ダクトの斜視図である。
【図６】同実施例のウォータータンクと空気ダクト部位の前方斜視図である。
【図７】同実施例のウォータータンクの後方斜視図である。
【図８】同実施例のウォータータンクの内部に設けられるものであって、夏の冷熱が直接
的な接触によって伝熱されるマトリックスと蓄冷剤の結合部位の斜視図である。
【図９】同実施例のウォータータンクの内部に設けられるものであって、夏の冷熱が直接
的な接触によって伝熱されるマトリックスとマトリックス除湿用ウォータータンクの結合
部位の斜視図である。
【図１０】同実施例のウォータータンクのマトリックス用開口部の内部に設けられるもの
であって、夏の冷熱が間接的な接触によって伝熱されるマトリックスを構成する多孔板の
結合を拡大した平面図である。
【図１１】同実施例のウォータータンクの内部の上端に取り付けられる加湿用ウォーター
タンク部位の斜視図である。
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【図１２】同実施例の除湿用ウォータータンクの斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下の添付図面を参照しながら、本発明の具体的な技術内容について説明すると次のよ
うである。
【００３０】
　図２には、本発明の一実施例の要部の縦断面図が示されており、図３には、同実施例の
分解斜視図が示されており、図４には、同実施例の要部の背面図が示されている。
【００３１】
　さらに、図５には、同実施例のファンと空気ダクトの斜視図が示されており、図６には
、同実施例のウォータータンクと空気ダクト部位の前方斜視図が示されており、図７には
、同実施例のウォータータンクの後方斜視図が示されている。
【００３２】
　図２ないし図７に示すように、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷
温風機１００は、本体１０１と、前記本体１０１のケーシングによって結合される本体の
前面カバー１０１ａ及び本体の後面カバー１０１ｂと、前記本体１０１の前面の上部に設
けられる室内用温湿度感知センサー１２９及びコントロールボックス１０２と、前記本体
１０１の内部に設けられ、ウォータータンクの水平貯水部１１２ａ及びウォータータンク
の垂直部１１２ｂで構成されるウォータータンク１１２と、前記ウォータータンクの水平
貯水部１１２ａの内部に設けられる水温用温度感知センサー１３１、ウォータータンクの
低位水位計１３５ｂ及びシーズヒーター１１５と、前記ウォータータンクの垂直部１１２
ｂの内部の両側に離隔して設けられる２対の垂直型蓄冷剤１１６と、前記ウォータータン
クの垂直部１１２ｂの内部の上部の側面に設けられるウォータータンクの高位水位計１３
５ａと、前記ウォータータンクの垂直部１１２ｂの中央のマトリックス用開口部１４２の
内部に設けられるものであって、夏の蓄冷剤１１６の使用による冷熱とファン１０３の稼
動によって移動される空気との１次の熱交換時に発生する除湿された水の自然的な排水の
ために、マトリックス用開口部１４２の内側の下部の表面から中央を中心としてマトリッ
クス用開口部１４２の両側に下向勾配状１４５ｆを多少考慮し、この際、マトリックス用
開口部１４２の四角の周りにウォータータンク１１２と同一の材質で設けられた突出片１
６１にマトリックス固定溝１５９を空け、ここにマトリックス固定具１６０によって取り
付けたものであって、夏の蓄冷剤１１６の使用による冷熱が間接的に接触されたり、ある
いは前記ウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部の中央部位にマトリックス除湿用ウォ
ータータンク１５７内に備えられ、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの内外部の表面の
中央に設けられ、夏の冷熱が直接的に接触されるマトリックス１１３と、前記本体１０１
の内部の中央に設けられて、風を生成するファン１０３及びファン駆動モーター１０４と
、前記ファン駆動モーター１０４の内部の表面に取り付けられるファン駆動モーターの過
熱感知用センサー１０７と、前記本体１０１の内部の上部に設けられ、前記ファン１０３
及びファン駆動モーター１０４から発生された風を本体１０１の外部に誘導して吐出する
空気ダクト１３４と、前記空気ダクト１３４の空気吐出口１２６の前方に乗降可能に設け
られる移送用モーター１０６及び電気ヒーター１０５と、前記空気ダクト１３４の内部の
上部に設けられる熱交換器１２４と、前記ウォータータンクの水平貯水部１１２ａと熱交
換器１２４との間で、ウォータータンク１１２の内部の水を熱交換器１２４によって供給
させる循環ポンプ１１９を含み、この際、ウォータータンク１１２の内部は全体的にウォ
ータータンクの通風口１３２、ウォータータンクの高位水位計１３５ａ、ウォータータン
クの低位水位計１３５ｂ、シーズヒーター１１５、水温用温度感知センサー１３１、ウォ
ータータンクの排水口１５５ａが設けられる。
【００３３】
　特に、ウォータータンクの高位及び低位水位計１３５ａ、１３５ｂの取り付けによって
、本体１０１の前面の上端側のコントロールボックス１０２の表示窓にランプがオンされ
、これに対する水位を感知することができ、ウォータータンク１１２の内部の水を排水す
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る際、本体の後面カバー１０１ｂの方に突き出たウォータータンクの排水口１５５ａを通
じたウォータータンクの排水キャップ１２０によって外部に水が放出される。
【００３４】
　図８には、本発明の一実施例のウォータータンクの内部に設けられるものであって、夏
の蓄冷剤の使用によって冷熱が直接的な接触によって伝熱されるマトリックスと蓄冷剤の
結合部位の斜視図が示されており、図９には、同実施例のウォータータンクの内部に設け
られるものであって、夏の冷熱が直接的に接触されるマトリックスとマトリックス除湿用
ウォータータンクの結合部位の斜視図が示されている。
【００３５】
　図１０には、同実施例のウォータータンクのマトリックス用開口部１４２の内部に設け
られるものであって、夏の冷熱が間接的な接触によって伝熱されるマトリックスを構成す
る多孔板の結合を拡大した平面図が示されている。
【００３６】
　図８ないし図９に示すように、夏に蓄冷剤１１６の使用によって冷熱を直接的に接触さ
せて、効果的な伝熱及び除湿のために、マトリックス１１３はウォータータンクの垂直部
１１２ｂの内部に設けられるものであって、これは、図２の断面のように、ウォータータ
ンクの垂直部１１２ｂの内部にマトリックス１１３の多孔板１３６の横長さを両側で少し
大きくし、ここに両側の多孔板１３６を嵌め込み、垂直を基準にして２つに組み立てられ
るマトリックス除湿用ウォータータンク１５７に挿入される。
【００３７】
　ここで、多孔板１３６を一定の間隔に維持するためのスペース四角バー１３８には、夏
の蓄冷剤１１６の使用による冷熱によって、この際、除去される除湿された水の移動のた
めに小さな孔を開けて、図８ないし図９に示すように組み立てることで、マトリックス除
湿用ウォータータンク１５７の下部に除湿された水が格納されれば、マトリックス除湿用
ウォータータンクの排水口１５８からマトリックス除湿用還水ホース１４２ｂとクランプ
１４４で固定させ、除湿された水がウォータータンクのマトリックス排水口１５５ｂ、ま
た除湿用ウォータータンクの引込口１４１を通じて除湿用ウォータータンク１２１に除湿
された水を移送させる。
【００３８】
　図１０に示すように、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの前面と後面の中央付近で、
マトリックス用開口部１４２の内部に設けられるマトリックス１１３は、一対の締結板１
３９の間に多数の金属材質で構成されたジグザグ形態であって、ファン１０３による空気
の移動のために孔が開いた多孔板１３６に一定の間隔の維持及び夏のマトリックス１１３
の内部に除湿された水の移送用として、小さな孔が開いた多数のスペース四角バー１３８
を使用して離隔して設け、各スペース四角バー１３８を貫通するボルト１４７、ガスキッ
ト１３７、ワシャー１４９、ナット１４８などで固定した形態で構成される。
【００３９】
　さらに、夏の蓄冷剤１１６の使用によって冷熱を間接的に接触させるマトリックス１１
３は、空気が流入あるいは流出される前面及び後面の多孔板の四角の周りに長さを少し拡
大させた後、拡張された両側の部位と共に、この際に締結されるマトリックス用開口部１
４２の前面及び後面の両側で、一種の拡張表面にウォータータンク１１２と同一の材質の
突出片１６１であるマトリックス固定溝１５９にマトリックス固定具１６０を使用するこ
とで、夏の冷熱と間接的な接触型であるマトリックス１１３を簡単に取り付けることがで
きる。
【００４０】
　また、図２に示すように、本体１０１の上面に位置しているコントロールボックス１０
２では、選択スイッチ、温度及び湿度制御装置などの各種の連関のあるスイッチと表示窓
が設けられ、本体１０１の下部の四角の隅には４つの移送用車輪１５４が設けられている
。
【００４１】
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　図１１には、本発明の一実施例のウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部の上端に取
り付けられる加湿用ウォータータンク部位の斜視図が示されており、図１２には、同実施
例の除湿用ウォータータンクの斜視図が示されている。
【００４２】
　図２ないし図１２に示すように、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部の上部には
超音波加湿用モジュール１１８が取り付けられた加湿用ウォータータンク１３０が設けら
れ、本体１０１の前面の上端には、室内の温度及び湿度の感知ができるようにする室内用
温湿度感知センサー１２９が設けられる。
【００４３】
　ウォータータンクの水平貯水部１１２ａの内部には、シーズヒーター１１５と水温用温
度感知センサー１３１が設けられ、これによって水温の連携によって各種のバクテリア、
細菌などの滅菌温度である８５℃ほどを維持させることでエネルギーの節約が可能になる
。
【００４４】
　特に、夏に使用する場合、ウォータータンクの水平貯水部１１２ａとウォータータンク
の垂直部１１２ｂの外部の表面の除湿及び結露現象によって発生した流れ落ちる水を全て
吸収するために、ウォータータンクの水平貯水部１１２ａの上部の表面は上向勾配の四面
体状１４５ｄとすると共に、ウォータータンク１１２の下部の四角の隅には、除湿された
水が容易に引込されるための隙間の間隔を提供するために、ウォータータンクの半球状の
受け台１４５ａが設けられる。
【００４５】
　さらに、ウォータータンク１１２の下端部と連結される除湿用ウォータータンク１２１
の断面は、ウォータータンク１１２の下端部の断面に比べて多少大きくし、特に、除湿用
ウォータータンク１２１の上部の表面の周りには４５度ほどの樋用として皿状の一体型に
備えられる。
【００４６】
　ここで、除湿用ウォータータンク１２１の上部の表面の形状は、中央を中心として下向
勾配の四面体状１４５ｅにし、これによってウォータータンクのマトリックス排水口１５
５ｂによる除湿された水とウォータータンク１１２の外部の表面から流れ落ちる結露ある
いは除湿された水が除湿用ウォータータンク１２１の上部の表面の中央から下方に突き出
た除湿用ウォータータンクの引込口１４１に全て回収することができ、ここで本体１０１
が転覆された場合、除湿用ウォータータンク１２１の内に除湿された水の漏れを防止する
ために、漏れ防止樋用キャップ１４３が除湿用ウォータータンクの引込口１４１側にクラ
ンプ１４４などによって取り付けられる。
【００４７】
　また、除湿用ウォータータンク１２１の後面の内部の壁体の上端には、除湿用ウォータ
ータンクの通風口１４０、除湿用ウォータータンクの高位水位計１５１、除湿用ウォータ
ータンクの排水口１５６と連結された除湿用ウォータータンクの排水キャップ１４６が取
り付けられ、除湿用ウォータータンクの高位水位計１５１を設けることで、コントロール
ボックス１０２の表示窓にランプなどがオンされれば、本体の後面カバー１０１ｂの下部
側の開口部に突き出た除湿用ウォータータンクの排水口１５６を通じた除湿用ウォーター
タンクの排水キャップ１４６によって除湿された水を放出させることができるようになる
。
【００４８】
　さらに、除湿用ウォータータンクの引込口１４１などに漏れ防止樋用キャップ１４３が
取り付けられ、ウォータータンクの通風口１３２、加湿吐出口１３３、除湿用ウォーター
タンクの通風口１４０などには粒子分離膜１１７が取り付けられる。
【００４９】
　尚、ウォータータンクの水平貯水部１１２ａ、ウォータータンクの垂直部１１２ｂ、加
湿用ウォータータンク１３０、マトリックス除湿用ウォータータンク１５７、除湿用ウォ
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ータータンク１２１などで、水の供給及び水の還水での締結時、漏れを防止するためのガ
スケット及びガスケットリング１３７あるいはゴム及びゴムリング１２８などと、この際
に連結される供給ホース１４２ａ、マトリックス除湿用還水ホース１４２ｂとの締結時、
漏れの防止と共に、固定のためのクランプ１４４などが備えられる。
【００５０】
　特に、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００は、結露及
び漏れを防止するために、本体１０１のケーシングは本体の前面カバー１０１ａと本体の
後面カバー１０１ｂとの結合で構成され、本体１０１のケーシングの内部には結露防止用
断熱材１５０が取り付けられる。
【００５１】
　よって、本体１０１は、本体の前面と本体の後面との結合によって、これに連結された
本体の前面カバー１０１ａと本体の後面カバー１０１ｂの開口部、連結部、結合部などに
は漏れ防止用ゴム及びゴムリング１２８などが取り付けられることで、水の漏れを防止す
ることができる。
【００５２】
　本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００は、夏に使用する
場合、マトリックス１１３及び熱交換器１２４によって連続的に除湿が行われる。
【００５３】
　つまり、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの後面に設けられた空気引込口１２５から
吸入された空気は空気フィルター１１１を経て蓄冷剤１１６によって冷却されたマトリッ
クス１１３を通過する過程で、空気の流動は孔が開いた多孔板１３６によってジグザグの
形態で移動されることで、空気と冷却されたマトリックス１１３との接触滞在時間の増大
による熱交換によって、空気は１次に冷却されて冷風になると共に、一種の湿コイルのよ
うにマトリックス１１３の表面に湿気が吸着され、本格的な除湿が行われる。
【００５４】
　さらに、ファン１０３によって空気吐出口１２６に供給される過程で、循環ポンプ１１
９によって空気ダクト１３４の内部に設けられた熱交換器１２４に冷水が供給され、これ
によって乾コイルの形態で２次的な十分な冷却と共に、熱交換器１２４の表面に再度除湿
が行われ、より効果的に冷風除湿された空気を空気吐出口１２６に供給させることができ
るようになる。
【００５５】
　この際、ウォータータンク１１２の内部の冷水は、循環ポンプ１１９であって、冷水の
供給のために供給ホース１４２ａとクランプ１４４などとの固定と共に、ウォータータン
クの水平貯水部１１２ａの上端側の外部表面及び空気ダクト１３４の内部の表面での固定
取り付け溝１５３を通じて供給ホース１４２ａが固定されて熱交換器１２４に冷水が供給
され、その後、熱交換器１２４を通過した冷水は、この際、制御部の選択スイッチによっ
て未作動されるウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部の上部側に設けられる加湿用ウ
ォータータンク１３０と超音波加湿用モジュール１１８を経て、再びウォータータンクの
垂直部１１２ｂの内に水が供給され、結果的にウォータータンク１１２に帰還される過程
を経て一つのサイクルが成立される。
【００５６】
　このように、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００は、
従来の気化方式ではないため、水が消耗されず、蓄冷剤１１６の冷熱によって冷却される
マトリックス１１３を通じて１次的な熱交換器１２４により本格的に冷却除湿された供給
された空気が循環ポンプ１１９から供給される冷水と再度熱交換器１２４を通過する過程
で、空気の温度と湿度を２次的に冷却除湿された空気を室内に供給するので、従来の冷風
機あるいは冷温風機に比べて、夏により快適な室内環境の中で容易かつ経済的に使用する
ことが可能になる。
【００５７】
　また、夏に冷風を使用する場合、冷温風機１００のカバーの内部面に断熱材１５０の取
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り付けによって冷風機あるいは冷温風機の本体１０１の表面に結露が発生することを予め
防止することができる。
【００５８】
　特に、急な雨天または梅雨に室内温度が降下する場合は、コントロールボックス１０２
の選択スイッチを通じてウォータータンク１１２の内部の水を一切加熱せず、これによっ
て循環ポンプ１１９の未作動によって水が供給されず、単に、本体１０１の内部の移送用
モーター１０６の機動によって電気ヒーター１０５を空気吐出口１２６の方に移動させた
後、電気ヒーター１０５の一時的な稼動のみで室内用温湿度感知センサー１２９のうち、
室内用温度感知センサー１２９ａによって感知された温度が設定温度以下であれば、本体
１０１のコントロールボックス１０２での設定温度と室内用温度感知センサー１２９ａと
の連携による瞬間温風を提供することができる。
【００５９】
　一方、従来には、冬に２～３ｋＷほどの電気ヒーター２０５によって空気温度を上昇さ
せたため、過大な電力消費が発生されたが、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマ
ート安全冷温風機１００においては、冬に使用する場合、ウォータータンク１１２の内部
に設けられた消費電力の１／１０ほどである０．２～０．３ｋＷ級のシーズヒーター１１
５によってウォータータンク１１２の内部の水を、細菌の滅菌が可能な水の温度である８
５℃ほどに加熱させた後、循環ポンプ１１９によって温水を循環させることで温風加湿が
可能になる。
【００６０】
　先ず、冬の温風については、前述において、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの後面
に設けられる空気引込口１２５を通じて流入される室内空気は空気フィルター１１１とマ
トリックス１１３の多孔板１３６を通過しながら、水温用温度感知センサー１３１によっ
て加熱された温水によって１次的に空気温度が上昇される。
【００６１】
　さらに、ファン１０３の稼動によって、空気ダクト１３４によって移送された空気は、
循環ポンプ１１９、供給ホース１４２ａなどによって供給された温水と熱交換器１２４を
通過しながら、２次的に空気の温度がさらに上昇され、これによって空気ダクト１３４の
前方の空気吐出口１２６を通じて室内に温風空気が供給される。
【００６２】
　これと並行して、冬に使用する場合、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート
安全冷温風機１００における加湿については、ウォータータンク１１２の内部の水をシー
ズヒーター１１５によって温水により発生された水蒸気は、ウォータータンク１１２の上
部側のウォータータンクの通風口１３２及び本体１０１の前面の上部側に設けられた空気
吐出口１２６を通じて室内に加湿が提供される。
【００６３】
　ここで、温水は、循環ポンプ１１９、供給ホース１４２ａなどによって熱交換器１２４
を通過した後、また供給ホース１４２ａ、クランプ１４４、エルボー１５２、ガスケット
リング１３７などによって、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部に取り付けられた
加湿用ウォータータンク１３０に温水が供給されれば、超音波加湿用モジュール１１８の
稼動によって十分な水蒸気が室内に供給される。
【００６４】
　この際、コントロールボックス１０２内の設定湿度と室内用温湿度感知センサー１２９
のうち、室内用湿度感知センサー１２９ｂとの連携によりユーザーが所望する湿度によっ
て完全な加湿量の制御が可能になる。
【００６５】
　特に、水蒸気の加湿量が適合した場合は、自動的に制御部で超音波加湿用モジュール１
１８の作動を停止させ、エネルギーの消耗がこれ以上発生しないようにするのはもちろん
である。
【００６６】
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　さらに、春や秋には、コントロールボックス１０２の選択スイッチによってウォーター
タンク１１２の内のシーズヒーター１１５を稼動させ、温度の上昇による加湿機能と共に
、これによってウォータータンク１１２の内部の温水を循環ポンプ１１９の稼動により供
給ホース１４２ａ、熱交換器１２４を経て、加湿用ウォータータンク１３０に温水が供給
されれば、超音波加湿用モジュール１１８によって別途の十分な加湿機能が可能になる。
【００６７】
　また、夏及び秋に使用する場合、雨天あるいは突然の室内温度の降下時、室内用温湿度
感知センサー１２９のうち、室内用温度感知センサー１２９ａによって感知された温度が
設定温度の以下に落ちるようになると、制御部で電気ヒーター１０５のみを作動させるの
で瞬間温風の供給も可能になる。
【００６８】
　一方、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００において、
外部からの衝撃やユーザーの不注意によって本体１０１が転覆された場合、除湿用ウォー
タータンクのカバー１４５ｃの中央から下方に突き出た除湿用ウォータータンクの引込口
１４１の下部に取り付けられてクランプ１４４で固定させたものであって、一種のチェッ
クバルブの役割を遂行するために、下部の拡張表面を含む漏れ防止樋用キャップ１４３な
どと、ウォータータンクの通風口１３２、加湿吐出口１３３、除湿用ウォータータンクの
通風口１４０などにおける粒子分離膜１１７とウォータータンク１１２、加湿用ウォータ
ータンク１３０、マトリックス除湿用ウォータータンク１５７、除湿用ウォータータンク
１２１などにおける水の供給、水の還水、及び水の除湿のための締結での漏れ防止のため
のガスケット及びガスケットリング１３７、あるいはゴム及びゴムリング１２８などが備
えられる。
【００６９】
　この際、連結されている供給ホース１４２ａ、マトリックス除湿用還水ホース１４２ｂ
との締結時、漏れ防止及び固定のためにクランプ１４４などが取り付けられ、本体の前面
カバー１０１ａと本体の後面カバー１０１ｂ側の開口部、連結部、結合部などには漏れ防
止用ゴム及びゴムリング１２８、あるいはガスキット及びガスケットリング１３７などが
設けられたため、ウォータータンク１１２の内部の水が室内の底に流出されることを一切
遮断することで、木の材質で施工された床などが損傷される既存の冷温風機の問題点を解
決することができる。
【００７０】
　本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００の使用についてよ
り詳細に記述すれば次のようである。
【００７１】
　夏に使用する場合、水の循環は、先ず、ウォータータンク１１２の内部の水は蓄冷剤１
１６によって冷却されて冷水となり、ここで冷水は、循環ポンプ１１９と供給ホース１４
２ａを通じて熱交換器１２４に供給されて空気を冷却させ、熱交換器１２４から排出され
た水は、夏には稼動されない加湿用ウォータータンクの引込口１２２、加湿用ウォーター
タンク１３０と超音波加湿用モジュール１１８を経てウォータータンク１１２の内部に回
収されて再循環される。
【００７２】
　また、冷風供給の過程で、ファン１０３によって空気の流動は空気引込口１２５、空気
フィルター１１１を通じてウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部側の空気通路である
マトリックス用開口部１４２で、内側の下部の表面の中央を基準として、両側に多少下向
勾配状１４５ｆを提供し、空気が流入されるマトリックス１１３の多孔板１３６によって
空気が衝突する場合、マトリックス１１３部分は蓄冷剤１１６によって、冷水により冷熱
が間接的な接触によって伝熱されると共に、マトリックス１１３の表面に空気中に含有さ
れた湿気が吸着されて本格的な除湿が始まり、自然的な排水現象を誘導することで、ウォ
ータータンクの水平貯水部１１２ａ及びウォータータンクの垂直部１１２ｂであるウォー
タータンク１１２の外部表面から流れ出すようになり、これによって空気温度はさらに降
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下されて、１次的に冷風除湿された空気の供給が可能になる。
【００７３】
　再度記述すれば、多数枚の金属板からなる多孔板１３６の孔は、その位置をジグザグの
形状で配列させて、マトリックス１１３で空気が滞留する時間ができるだけ長くなるよう
に誘導することで熱交換の効果を増大させると共に、夏の蓄冷剤１１６の使用による冷熱
と、移動する空気との１次的な熱交換時に発生する除湿された水の自然的な排水のために
、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの中央付近のマトリックス用開口部１４２において
、内側の下部の表面は空気の移動通路であるマトリックス用開口部１４２の中央を中心と
してマトリックス用開口部１４２の両側に下向勾配状１４５ｆが備えられる。
【００７４】
　さらに、夏の冷水の伝熱をより積極的に冷熱及び除湿を行うために、マトリックス１１
３はウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部に冷熱と直接的な接触によって設けること
もでき、ここで流入された空気から除湿された水をウォータータンク１１２の内部の水と
の混合ではなく、除湿用ウォータータンク１２１に移送させるために、図８ないし図９に
示すように、マトリックス１１３の内部のスペース四角バー１３８に細孔を開け、除湿さ
れた水の移送を容易にし、これを格納及び移送させるためのマトリックス除湿用ウォータ
ータンクの排水口１５８が備えられたマトリックス除湿用ウォータータンク１５７が取り
付けられる。
【００７５】
　特に、マトリックス除湿用ウォータータンク１５７は、ウォータータンク１１２の内部
に設けられる図８ないし図９に示すように、夏の冷熱と直接的な接触のためにマトリック
ス内に流入された空気が移動される方向を基準として左右に２つが結合されるものであっ
て、先ず、両側の多孔板１３６の挿入用として開口部でガスキット１３７などが設けられ
たマトリックス除湿用ウォータータンク１５７の両側に突き出た多孔板１３６を抑止嵌め
込みの形式で挿入した後、マトリックス１１３がマトリックス除湿用ウォータータンク１
５７の内に含まれる形態として、マトリックス除湿用ウォータータンク１５７の締結時に
、内部の溝にゴム１２８あるいはガスキット１３７などを使用して水の侵入や除湿された
水の漏れを一切抑制させるようになる。
【００７６】
　さらに、マトリックス除湿用ウォータータンクの排水口１５８の下部にはマトリックス
除湿用還水ホース１４２ｂとクランプ１４４によって固定させ、これをウォータータンク
の水平貯水部１１２ａの下部のウォータータンクのマトリックス排水口１５５ｂに接続さ
れ、結果的に、マトリックス１１３における除湿された水を除湿用ウォータータンクのカ
バー１４５ｃの中心から下方に突き出た除湿用ウォータータンクの引込口１４１に引込さ
せるようになり、ここで本体１０１が転覆された場合、除湿用ウォータータンクの引込口
１４１側にクランプ１４４と共に取り付けられるものであって、下部の拡張表面を含む漏
れ防止樋用キャップ１４３などが取り付けられる。
【００７７】
　つまり、流入される空気がマトリックス１１３に衝突することによって、空気中の水分
は一種の湿コイルの形態のマトリックス１１３の表面に取り付けられると共に、熱が除去
されて１次に空気温度が降下され、ファン１０３によって空気吐出口１２６に供給される
前に、本格的な熱交換器１２４を通過することによって２次の熱交換が成立され、空気を
追加的に冷却及び除湿する過程を経るようになる。
【００７８】
　再度言及すれば、除湿された水はウォータータンクの水平貯水部１１２ａとウォーター
タンクの垂直部１１２ｂを通じてウォータータンク１１２の下部には四角の隅にウォータ
ータンクの半球状の受け台１４５ａで隙間を提供すると共に、除湿用ウォータータンク１
２１の断面はウォータータンク１１２の下部の断面より多少大きくし、また皿状の４５度
ほどに四角の周りの表面を同一の材質によって拡張させ、除湿された水を全て回収するよ
うになる。
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【００７９】
　特に、除湿用ウォータータンク１２１の上部の表面の四角の隅の部位にはウォータータ
ンク１１２と除湿用ウォータータンク１２１とを固定するために、ウォータータンクの半
球状の受け台１４５ａと噛み合う除湿用ウォータータンクの半球状の受け台１４５ｂを設
けると共に、除湿用ウォータータンク１２１の上部の表面は中央を中心として下向勾配四
面体状１４５ｅに設けられ、除湿された水が自然的に中央に全て引込されるようにするこ
とで、ウォータータンク１１２の下部の下端に設けられる除湿用ウォータータンクの引込
口１４１、漏れ防止樋用キャップ１４３などを経て除湿用ウォータータンク１２１に格納
される。
【００８０】
　本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００は、ウォータータ
ンクの垂直部１１２ｂの中央部分に取り付けられるマトリックス１１３を通じて本格的な
１次の熱交換が行われ、空気ダクト１３４の内部に取り付けられた熱交換器１２４によっ
て２次の熱交換が成立される。
【００８１】
　夏の急な雨天時あるいは個人的な温度性向によって一時的に温風が必要な場合には、ウ
ォータータンク１１２内の水を加熱せず、コントロールボックス１０２の選択スイッチを
夏に選定した後、０．２～０．３ｋＷ水準の少ない容量の電気ヒーター１０５をしばらく
稼動させることで瞬間温風を利用することが加能になる。
【００８２】
　冬に使用する場合、水の循環はウォータータンクの水平貯水部１１２ａ下端側にある０
．２～０．３ｋＷ級のシーズヒーター１１５であって、ウォータータンクの水平貯水部１
１２ａの内部の水は水温用温度感知センサー１３１との連携によってコントロールボック
ス１０２の設定温度に加熱される。
【００８３】
　ここで、加熱された温水は、循環ポンプ１１９であって供給ホース１４２ａによって熱
交換器１２４に供給されて再度空気を過熱させながら空気との熱交換によって温度が多少
降下された温水は再び供給ホース１４２ａを通じて加湿用ウォータータンク１３０に温水
が供給されれば、超音波加湿用モジュール１１８の稼動によってユーザーが要求する設定
湿度で十分な加湿量を提供してウォータータンクの垂直部１１２ｂに水が移動され、結果
的にウォータータンク１１２に回収されて水が再循環されるようになる。
【００８４】
　特に、前記ウォータータンクの垂直部１１２ｂの水温は水温用温度感知センサー１３１
によって感知され、制御部では水温用温度感知センサー１３１の水温情報を通じてシーズ
ヒーター１１５の稼動を制御することによってウォータータンクの垂直部１１２ｂの水温
を設定温度に一定に維持するようになり、これによってエネルギーの削減が可能になる。
【００８５】
　また、冬に使用する場合、空気の流れはファン１０３によって外部の空気が空気引込口
１２５、空気フィルター１１１を通じてウォータータンクの垂直部１１２ｂ、中央及び上
部に設けられた空気通路に空気が流入されれば、空気はウォータータンクの水平貯水部１
１２ａの内部にシーズヒーター１１５の稼動による温水によって伝熱されたマトリックス
１１３により、本格的に１次の温度上昇が行われる。
【００８６】
　また、ファン１０３を通じて熱交換器１２４を通過しながら、２次の熱交換によって空
気温度を再度上昇させて室内に温風を供給すると共に、ウォータータンク１１２の内部か
ら温水によって発生される水蒸気は比重が軽いため、ウォータータンクの垂直部１１２ｂ
の上部側のウォータータンクの通風口１３２によって本体１０１の上部側の前面である空
気吐出口１２６とウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部の上部側の壁体に設けられた
加湿用ウォータータンク１３０の上部側の加湿吐出口１３３を通じた加湿が室内に供給さ
れる。
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【００８７】
　よって、ウォータータンクの垂直部１１２ｂの内部の加湿用ウォータータンク１３０に
供給された温水を、超音波加湿用モジュール１１８の稼動によってウォータータンクの垂
直部１１２ｂの上部側のウォータータンクのカバー１１２ｃの開口部である加湿吐出口１
３３を通じて室内への本格的な加湿が行われるようになり、特に、本体１０１の前面の上
部側に室内用温湿度感知センサー１２９の取り付けによってコントロールボックス１０２
の内の設定温度と設定湿度との連携によって、ユーザーが所望する適正温湿度による温風
加湿が可能になる。
【００８８】
　尚、春または秋には、コントロールボックス１０２の選択スイッチの選択によって、ウ
ォータータンク１１２の内部にシーズヒーター１１５の作動による温水を循環ポンプ１１
９の稼動によって、加湿用ウォータータンク１３０に供給された温水を超音波加湿用モジ
ュール１１８によって加湿器の本来の機能を十分に使用することができ、ウォータータン
ク１１２の内部の水を８５℃ほどに加熱させるので、大部分の細菌が滅菌されることで衛
生的にも清潔になる。
【００８９】
　さらに、本発明の省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００は、ウォ
ータータンク１１２の内部の上部の加湿用ウォータータンク１３０に結合されている超音
波加湿用モジュール１１８によって発生された水蒸気量によって、室内用温湿度感知セン
サー１２９のうち、室内用湿度感知センサー１２９ｂによってコントロールボックス１０
２内の設定湿度との連携により、ユーザー要求に適合した加湿量を加湿吐出口１３３から
供給させることができるため、加湿の機能を完全に自動化して極大化することができる。
【００９０】
　一方、ウォータータンク注入口キャップ１２７の下部には丸い雄螺子を取り付け、ここ
で蓄冷剤１１６の上部には丸い雌螺子を取り付けて結合し、特に、より多くの冷水を製造
するために、上端側の蓄冷剤１１６と下端側の蓄冷剤１１６とを結合させるために、上端
側の蓄冷剤１１６の下部には丸い雌螺子を取り付け、これに連結される下端側の他の蓄冷
剤１１６の上部には丸い雄螺子を取り付ける蓄冷剤１１６の垂直結合方式で蓄冷剤１１６
の数量の増大にも十分に対応することができ、これによって蓄冷剤１１６のより便利な結
合と分離が可能になる。
【００９１】
　特に、除湿用ウォータータンクの引込口１４１側の漏れ防止樋用キャップ１４３とウォ
ータータンクの通風口１３２、加湿吐出口１３３、除湿用ウォータータンクの通風口１４
０などに、粒子分離膜１１７とウォータータンク１１２、加湿用ウォータータンク１３０
、マトリックス除湿用ウォータータンク１５７、除湿用ウォータータンク１２１などで、
水の供給及び水の還水時の漏れ防止用ガスキット及びガスケットリング１３７、ゴム及び
ゴムリング１２８などを装着すれば、外部からの異物が引込されたり、あるいは本体１０
１が転覆される場合、水が外部に流れ出すことを防止することができる。
【００９２】
　ここで、粒子分離膜１１７に関する例を挙げると、粒子分離膜１１７の密度は８５０～
９５０ｋｇ／ｍ３ほどであって、最も望ましい９００ｋｇ／ｍ３密度の粒子分離膜１１７
を設けると、即ち、水の密度は２０℃で９９８．２ｋｇ／ｍ３であり、空気の密度は２０
℃で１．２０４ｋｇ／ｍ３であるため、水の密度が粒子分離膜１１７の密度に比べて多大
なので、水の漏れを遮断するようになる。
【００９３】
　他の例として、自動車用燃料フィルターの場合には、異物質及び水分の侵入を防止する
ために、粒子分離膜１１７を設けられることで、２０℃で密度が６８０．３ｋｇ／ｍ３で
あるガソリンは粒子分離膜１１７を通過するが、水の浸透は困難であることから、これを
把握することができる。
【００９４】
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　既存の冷温風機は、水筒の上部が開放されているため、外部からの衝撃やユーザーの不
注意によって本体が転覆された場合には、ウォータータンクの水が外部に流れ出して、木
の材質の床を損傷させるという問題が引き起こされたのに対し、本発明の省エネルギー型
冷温風機１００は、上記の問題点を根本的に封鎖できるものであって、既存の冷温風機に
対する問題点を完壁に解決したものであると言える。
【００９５】
　以上、本発明である省エネルギー型オールシーズンスマート安全冷温風機１００は、本
明細書に掲示されている技術的要素が最高の範囲を有するものと解釈されるべきなので、
当業者であれば、各構成要素の材質、サイズなどを適用分野に応じて容易に変更すること
ができる。
【００９６】
　また、掲示されている実施形態を組合及び置換することで、明記されていない構造を採
択することができるが、これも本発明の範囲を超えるものではない。
【００９７】
　その他にも、当業者は、本明細書に基づいて掲示された実施形態を容易に変更あるいは
変形することができ、このような変更または変形も本発明の権利範囲に属することは明白
である。

【図１】 【図２】
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