
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
吸湿性，通気性を持つ吸着材と、該吸着材を回転させる駆動モータと、前記吸着材を通過
させる第１及び第２の空気流を 生成する送風手段と、前記吸着材に
送風される前記第１および第２の空気流のいずれか一方を選択して加熱する加熱手段とを
備え、前記吸着材を通過した第１の空気流を室外に導き、前記吸着材を通過した第２の空
気流を室内に導く除・加湿装置であって、前記加熱手段を移動させることで、前記加熱手
段にて加熱させる前記第１および第２の空気流の何れか一方を選択する選択手段を設けた
ことを特徴とする除・加湿装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、排水（排水処理）および給水（給水処理）を不要として室内の除湿および加湿
を行うことが可能な除・加湿装置（調湿装置）に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、調湿装置として、本出願人が提案してなる特願平８－１９９４７３号に記載の加湿
装置がある。
【０００３】
図９は、上記加湿装置を示す要部斜視図である。図中、Ａは第１の空気流であり、Ｂは第
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２の空気流である。
【０００４】
上記加湿装置１１０は、吸着材１０１、駆動ベルト１０２、駆動モータ１０３、送風装置
１０４，１０５、ヒータ１０６とを備えてなる構成からなり、例えば室内に配設される。
【０００５】
前記吸着材１０１は、前記送風装置１０４の駆動により室内から導かれた空気流Ａが通っ
たとき該空気流Ａ中の水分を吸着するとともに、前記送風装置１０５の駆動により室内か
ら導かれ、前記ヒータ１０６にて加熱された空気流Ｂが通ったとき当該吸着材１０１に吸
着した水分を該空気流Ｂ中に脱離させてなる。
【０００６】
そして、該加湿装置１１０は、前記空気流Ａを室外に排出するとともに前記空気流Ｂを室
内に導くことで、給水することなく加湿を行うことができるようにしている。つまり、前
記空気流Ａ中に含まれる水分を前記空気流Ｂに含ませて室内に戻すとともに、乾燥した前
記空気流Ａを室外に排出し、これに代わって室外より部屋等の隙間を介して水分を含む空
気が室内に自然吸入されることで、室内の加湿を給水することなく行えるようにしている
。
【０００７】
また、これに伴って、室内の換気をも行うことができるようにしている。ここで、前記ヒ
ータ１０６を停止させることにより、室内を加湿することなく換気を行うことができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の加湿装置（調湿装置）１１０においては、室内の加湿と換
気を行うものあり、除湿を行うことはできなかった。
【０００９】
また、加湿装置１１０で加湿された空気流Ｂを室外に排気し、乾燥した空気流Ａを室内に
戻すように切り換えるダンパー等の排気空気切り換え手段を設けて除湿を可能とする場合
、ダンパーやダクトの設置スペースが必要となり、除・加湿ユニットを大型化しなければ
ならないという問題があった。
【００１０】
本発明は、上記課題に鑑み、小型で給水および排水が不要な除・加湿装置（調湿装置）の
提供を目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の請求項１記載の除・加湿装置は、吸湿性，通気性
を持つ吸着材と、該吸着材を回転させる駆動モータと、前記吸着材を通過させる第１及び
第２の空気流を 生成する送風手段と、前記吸着材に送風される前記
第１および第２の空気流のいずれか一方を選択して加熱する加熱手段とを備え、前記吸着
材を通過した第１の空気流を室外に導き、前記吸着材を通過した第２の空気流を室内に導
く除・加湿装置であって、前記加熱手段を移動させることで、前記加熱手段にて加熱させ
る前記第１および第２の空気流の何れか一方を選択する選択手段を設けたことを特徴とす
るものである。
【００１７】
上記構成によれば、本発明の請求項１記載の除・加湿装置は、選択手段により加熱手段が
第２の空気流を加熱する位置にあるとき、第１の空気流は水分が吸着材に吸着され乾操空
気となり、第２の空気流は加熱手段で加熱され前記吸着材に吸着した水分を脱離して加湿
空気となる。そして、乾燥した第１の空気流を室外に排気して加湿した第２の空気流を室
内に戻すことで室内の加湿を行うことができる。また、選択手段により加熱手段が第１の
空気流を加熱する位置にあるとき、第２の空気流は水分が吸着材に吸着され乾燥空気とな
り、第１の空気流は加熱手段で加熱され前記吸着材に吸着した水分を脱離して加湿空気と
なる。そして、加湿した第１の空気流を室外に排気して乾燥した第２の空気流を室内に戻
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すことで室内の除湿を行うことができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に係る除・加湿装置（調湿装置）について、図面とともに説明
する。
【００２４】
図１および図２はそれぞれ本発明の第１実施の形態に係る除・加湿装置の構成図であり、
（ａ）は側面図であり、（ｂ）は要部正面図である。
【００２５】
本実施の形態に係る除・加湿装置の構成は次の通りである。吸湿性，通気性をもつハニカ
ム形状の吸着材１は、円筒型で駆動モータ３と連結されている。そして、前記駆動モータ
３の回転に伴って前記吸着材１が回転する。前記吸着材１は、ハニカム形状に限らず、格
子状、スポンジ状、網状など通気可能なものであればよい。
【００２６】
送風手段２ａ，２ｂは、それぞれ第１，第２の空気流４，５を発生（生成）するように吸
着材１の空気流に対する下流側（風下側）に設置されている。
【００２７】
前記送風手段２ａが作動すると室内空気が取り入れられ、第１の空気流４となって前記吸
着材１を通過して通風路８を介して室外に排気される。該通風路８は断熱材１４で断熱さ
れている。
【００２８】
また、前記送風手段２ｂが作動すると室内空気が取り入れられ、第２の空気流５となって
前記吸着材１を通過して室内に排気される。
【００２９】
前記第１の空気流４と第２の空気流５とが前記吸着材１を通過する範囲は、前記吸着材１
の上流側（風上側）に配置された隔壁９により円筒形の吸着材１を２分割した半円形とす
る。
【００３０】
該隔壁９は、加熱手段（ヒータ）６を保持するための孔を有する略半円状の面と、該面の
外周端部に立設された壁とを備えた容器状からなり、選択手段である加熱手段駆動モータ
７に連結されている。そして、前記面を上流側に配置する。
【００３１】
前記送風手段２ａ，２ｂは上記のように、必ずしも吸着材１の下流側に設置する必要はな
く、吸着材１の上流側や加熱手段６の上流側に設置するなど２系統の空気流を送風するも
のであればよい。また、吸着材１の上流側に設置された１つの送風手段にて生成された空
気流を２系統の空気流に分岐させて吸着材１に送風する構成としてもよい。
【００３２】
前記加熱手段６は、前記吸着材１の空気流に対する上流側に配設され、前記隔壁９を介し
て前記加熱手段駆動モータ７と連結されている。該加熱手段駆動モータ７の回転に伴って
前記加熱手段６が回転する。該加熱手段６は回転することで第１の空気流４を加熱する位
置と第２の空気流５を加熱する位置とに移動することが可能である。つまり、最初は第２
の空気流５を加熱する位置に配設され、１８０度回転することで第１の空気流４を加熱す
る位置に移動する。また、さらに１８０度回転する、あるいは１８０度逆回転することで
元の第２の空気流５を加熱する位置に移動する。
【００３３】
以上のような構成をもつ除・加湿装置において、送風手段２ａ，２ｂが作動すると室内空
気が吸入される。加熱手段６を第２の空気流５に対応する位置にすると、第１の空気流４
が吸着材１の一部分を通過するとき空気中の水分は吸着材１に吸着され、該第１の空気流
４は乾燥空気となる。また、第２の空気流５は加熱手段６で加熱され吸着材１の他の一部
分を通過して吸着材１を加熱する。該吸着材１は回転しているため、吸着材１の第１の空
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気流４から奪い取った水分を含んだ部分は第２の空気流で加熱され、前記水分が蒸発して
吸着材１より脱離し、該第２の空気流５は加湿空気となる。
【００３４】
そして、乾燥空気となった第１の空気流４が室外に排気されると排気された風量と同量の
室外空気が部屋の隙間から吸気され、吸気された室外空気と排気された第１の空気流（乾
燥空気）４との水分の差分だけ室内の湿度が上昇する。
【００３５】
また、加熱手段６を第１の空気流４に対応する位置にすると、第２の空気流５が吸着材１
の他の一部分を通過するとき空気中の水分は吸着材１に吸着され、該第２の空気流５は乾
燥空気となる。また、第１の空気流４は加熱手段６で加熱され吸着材１の一部分を通過し
て吸着材１を加熱する。該吸着材１は回転しているため、吸着材１の第２の空気流５から
奪い取った水分を含んだ部分は第１の空気流で加熱され、前記水分が蒸発して吸着材１よ
り脱離し、該第１の空気流４は加湿空気となる。
【００３６】
そして、加湿空気となった第１の空気流４が室外に排気されると排気された風量と同量の
室外空気が部屋の隙間から給気され、吸気された室外空気と排気された第１の空気流（加
湿空気）４との水分の差分だけ室内の湿度が低下する。
【００３７】
また、上記による加湿あるいは除湿を行うことに伴って、室内の換気をも行うことができ
る。
【００３８】
ここで、前記送風手段２ａを稼動するとともに、前記駆動モータ３と加熱手段６を停止す
ることで、室内の加湿あるいは除湿を行うことなく室内の換気のみを行うことが可能とな
る。
【００３９】
図３は本発明の第２実施の形態に係る除・加湿装置の構成図であり、（ａ）は側面図であ
り、（ｂ）は要部正面図である。
【００４０】
本実施の形態に係る除・加湿装置の構成は次の通りである。吸湿性，通気性をもつハニカ
ム形状の吸着材１は、円筒型で駆動モータ３と連結されている。該駆動モータ３の回転に
伴って前記吸着材１が回転する。前記吸着材１は、上記のようなハニカム形状に限らず、
格子状、スポンジ状、網状など通気可能なものであればよい。
【００４１】
加熱手段６ａ，６ｂは、前記吸着材１の上流側に固定して設置され、例えば制御手段にて
電気的にＯＮ／ＯＦＦが可能である。
【００４２】
送風手段２ａ，２ｂは、それぞれ第１，第２の空気流４，５を発生（生成）するように前
記吸着材１の空気流に対する下流側（風下側）に設置されている。
【００４３】
前記送風手段２ａが作動すると室内空気が取り入れられ、第１の空気流４となって前記加
熱手段６ｂを通過し、この後前記吸着材１を通過して通風路８を介して室外に排気される
。該通風路８は断熱材１４で断熱されている。
【００４４】
また、前記送風手段２ｂが作動すると室内空気が取り入れられ、第２の空気流５となって
前記加熱手段６ａを通過し、この後前記吸着材１を通過して室内に排気される。
【００４５】
前記第１の空気流４と第２の空気流５とが前記吸着材１を通過する範囲は、隔壁９ａ，９
ｂにより円筒形の吸着材１を２分割した半円形とする。
【００４６】
該隔壁９ａ，９ｂは、それぞれ加熱手段６ａ，６ｂを保持するための孔を有する略半円状
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の面と、該面の外周端部に立設された壁とを備えた容器状からなり、前記面を上流側（風
上側）として前記吸着材１の上流側に固定されてなる。
【００４７】
前記送風手段２ａ，２ｂは上記のように、必ずしも吸着材１の下流側に設置する必要はな
く、吸着材１の上流側や加熱手段６ａ，６ｂの上流側に設置するなど２系統の空気流を送
風するものであればよい。また、吸着材１の上流側に設置された１つの送風手段にて生成
された空気流を２系統の空気流に分岐させて吸着材１に送風する構成としてもよい。
【００４８】
以上のような構成をもつ除・加湿装置において、送風手段２ａ，２ｂが作動すると室内空
気が吸入される。
【００４９】
加熱手段６ａを稼動（駆動）し、加熱手段６ｂを停止すると、第１の空気流４が該加熱手
段６ｂにて加熱されずに吸着材１に導かれ、該吸着材１の一部分を通過するとき空気中の
水分は吸着材１に吸着され、該第１の空気流４は乾燥空気となる。また、第２の空気流５
は加熱手段６ａで加熱され、吸着材１の他の一部分を通過して吸着材１を加熱する。該吸
着材１は回転しているため、吸着材１の第１の空気流４から奪い取った水分を含んだ部分
は第２の空気流５で加熱され、該水分が蒸発して吸着材１より脱離し、該第２の空気流は
加湿空気となる。
【００５０】
そして、乾燥空気となった第１の空気流４が室外に排気されると、排気された風量と同量
の室外空気が部屋の隙間から吸気され、吸気された室外空気と排気された第１の空気流（
乾燥空気）４との水分の差分だけ室内の湿度が上昇する。
【００５１】
また、加熱手段６ａを停止し、加熱手段６ｂを稼動（駆動）すると、第２の空気流５が該
加熱手段６ａにて加熱されずに吸着材１に導かれ、該吸着材１の他の一部分を通過すると
き空気中の水分は吸着材１に吸着され、該第２の空気流５は乾燥空気となる。また、第１
の空気流４は加熱手段６で加熱され吸着材１の一部分を通過して吸着材１を加熱する。該
吸着材１は回転しているため、該吸着材１の第２の空気流から奪い取った水分を含んだ部
分は、第１の空気流４で加熱され水分が蒸発し、該第１の空気流４は加湿空気となる。
【００５２】
そして、加湿空気となった第１の空気流４が室外に排気されると、排気された風量と同量
の室外空気が部屋の隙間から給気され、吸気された室外空気と排気された第１の空気流（
加湿空気）４との水分の差分だけ室内の湿度が低下する。
【００５３】
また、上記による加湿あるいは除湿を行うことに伴って、室内の換気をも行うことができ
る。
【００５４】
ここで、前記送風手段２ａを稼動するとともに、前記駆動モータ３と加熱手段６ａ，６ｂ
を停止することで、室内の加湿あるいは除湿を行うことなく室内の換気のみを行うことが
可能となる。
【００５５】
図４および図５はそれぞれ本発明の第３実施の形態に係る除・加湿装置の構成図であり、
（ａ）は側面図であり、（ｂ）は要部正面図である。図６は本発明の第３実施の形態に係
る除・加湿装置に用いられる隔壁の構造を説明するための図である。本実施の形態につい
て、上述した第１実施の形態と相違する点のみ説明する。
【００５６】
本実施の形態に係る除・加湿装置は、第１の空気流４と第２の空気流５が吸着材１を通過
するとき、前記第１の空気流４と第２の空気流５との前記吸着材１の通過部を分割する隔
壁９ｃ，１０が設けられ、前記隔壁９ｃは前記吸着材１の空気流に対する上流側に、前記
隔壁１０は前記吸着材１の空気流に対する下流側にそれぞれ設置され、それぞれが加熱手
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段駆動モータ７に連結されている。
【００５７】
前記隔壁９ｃ，１０は、前記第１の空気流と第２の空気流とが前記吸着材１を通過する範
囲を、円筒形の吸着材１を２分割した半円形でないもの、すなわち異なる面積比とするも
のである。具体的には、加熱された空気流が通る範囲を加熱されなかった空気流が通る範
囲よりも小さくするものである。
【００５８】
前記隔壁９ｃ，１０の構造について具体的に説明すると、図６に示すように、前記隔壁９
ｃは加熱手段６を保持するための孔を有する扇状の面と、該面の外周端部に立設された壁
とを備えた容器状からなり、該面を上流側に配置してなる。また、前記隔壁１０はリング
状の壁と、該リング状の壁の内面に連結されリングの中心から前記リング状の壁に向かっ
て広がるＶ状の壁とを備えてなる。
【００５９】
前記隔壁９ｃの形状と、前記隔壁１０の前記両壁の内面で構成される形状とは略同一形状
とし、両者を互いに対向させた状態でそれぞれ加熱手段駆動モータ７に接続する。
【００６０】
以上のような構成をもつ除・加湿装置において、加熱手段駆動モータ７を稼動すると、加
熱手段６の移動とともに隔壁９ｃ，１０が移動し、第１の空気流４と第２の空気流５とが
吸着材１を通過する面積比を変えることが可能となる。
【００６１】
図７は本発明の第４の実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。本実施の形態につ
いて、上述した第１実施の形態と相違する点のみ説明する。
【００６２】
本実施の形態に係る除・加湿装置は、送風手段２ａ，２ｂが送風出力制御手段１１に接続
されてなる構成からなる。つまり、前記送風手段２ａ，２ｂの出力を前記送風出力制御手
段１１で制御することが可能である。
【００６３】
これにより、第１の空気流４および第２の空気流５の風量は送風手段２ａ，２ｂの出力の
増減が可能であり、加湿，除湿，換気に最適な風量に制御することができる。
【００６４】
すなわち、乾燥した第１の空気流４を室外に、加湿された第２の空気流５を室内に排気す
る加湿に対し、加湿された第１の空気流４を室外に、乾燥した第２の空気流５を室内に排
気する除湿とでは通風経路が変わるため、具体的には第２のの空気流５の通風経路から加
熱手段６がなくなるために、その圧力損失が低下して第２の空気流の風量が増加するとと
もに送付騒音が室内伝達しやすくなるので、送風手段２ｂの出力を低下させて風量を減少
させ送風騒音を低減する。また第１の空気流４の通風経路に加熱手段６が入るために、そ
の圧力損失が増加して第１の空気流４の風量が低下するので、送風手段２ａの出力を増加
させて第１の空気流の風量を増加する制御とする。
【００６５】
また、加湿あるいは除湿することなく換気を行う場合には送風手段２ａを最大出力に制御
して換気を短時間にて効率よく行うことができる。
【００６６】
図８は本発明の第５の実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。本実施の形態につ
いて、上述した第１実施の形態と相違する点のみ説明する。
【００６７】
本実施の形態に係る除・加湿装置は、送風手段２ａ，２ｂ、加熱手段６、加熱手段駆動モ
ータ７、駆動モータ３、湿度検知手段１３が制御手段１２に接続されている。
【００６８】
そして、前記湿度検知手段１３で室内の湿度を検知して、予め設定した湿度範囲より高湿
の場合には、除湿する必要があると判定し、前記加熱手段６を第１の空気流４に対応する
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位置にして、送風手段２ａ，２ｂ、加熱手段６、駆動モータ３を稼動して除湿を行う。
【００６９】
また、低湿の場合には加湿する必要があると判定し、前記加熱手段６を第２の空気流５に
対応する位置にして、送風手段２ａ，２ｂ、加熱手段６、駆動モータ３を稼動して加湿を
行う。
【００７０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の請求項１記載の除・加湿装置によれば、加熱手段を移動さ
せ、前記加熱手段にて加熱される空気流を第１および第２の空気流のいずれか一方に選択
することで、１つの加熱手段で第１の空気流および第２の空気流を選択して加熱すること
ができる。これにより、低コスト，省スペースで無給水加湿と無排水除湿を行うことが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。
【図２】本発明の第１実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。
【図３】本発明の第２実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。
【図４】本発明の第３実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。
【図５】本発明の第３実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。
【図６】本発明の第３実施の形態に係る除・加湿装置に用いる隔壁の構造を説明するため
の図である。
【図７】本発明の第４実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。
【図８】本発明の第５実施の形態に係る除・加湿装置の構成図である。
【図９】従来の加湿装置の要部斜視図である。
【符号の説明】
１　吸着材
２ａ，２ｂ　送風手段
３　駆動モータ
４　第１の空気流
５　第２の空気流
６，６ａ，６ｂ　加熱手段
７　加熱手段駆動モータ
８　通風路
９，９ａ，９ｂ，９ｃ，１０　隔壁
１１　送風出力制御手段
１２　制御手段
１３　湿度検知手段
１４　断熱材
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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