
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 を備え、 内に、 と空気とが熱交
換を行う の熱交換器 (11,12,13,14)を有する空気調和装置であって、
　

表面に吸
着剤を担持し 吸着熱交換器 (13,14)により構成され
　

ていることを特徴とする空気調和装置。
【請求項２】
　 に記載の空気調和装置において、
　吸着熱交換器 (13,14)で吸着剤を冷却しながら該吸着熱交換器 (13,14)を流れる空気の水
分を吸着剤で吸着する吸湿運転と、吸着熱交換器 (13,14)で吸着剤を加熱しながら該吸着
熱交換器 (13,14)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生する放湿運転とを、

における の流れと空気の流通とを切り換えて行う制御手段 (15)を備えて
いることを特徴とする空気調和装置。
【請求項３】
　 に記載の空気調和装置において、
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冷温水が流れる冷温水回路 (40) 該冷温水回路 (40) 冷温水
４つ

上記４つの熱交換器 (11,12,13,14)のうち２つの熱交換器 (11,12)は、主に空気の顕熱処
理を行う空気熱交換器 (11,12)により構成され、他の２つの熱交換器 (13,14)は、

て主に空気の潜熱処理を行う 、
上記冷温水回路 (40)は、２つの吸着熱交換器 (13,14)の一方に温水を流すとともに他方

に冷水を流すように冷温水の流れ方向を切り換える第１切換機構 (45)と、２つの空気熱交
換器 (11,12)の一方に温水を流すとともに他方に冷水を流すように冷温水の流れ方向を切
り換える第２切換機構 (46)とを備え

請求項１

冷温
水回路 (40) 冷温水

請求項２



　制御手段 (15)には、吸湿運転と放湿運転を切り換える時間間隔を潜熱負荷に応じて設定
する切換間隔設定手段 (16)が設けられていることを特徴とする空気調和装置。
【請求項４】
　 に記載の空気調和装置において、
　切換間隔設定手段 (16)は、潜熱負荷が大きくなるほど吸湿運転と放湿運転を切り換える
時間間隔の設定値を小さくするように構成されていることを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置に関し、特に、室内空気の顕熱処理と潜熱処理を別々に行える
ようにした空気調和装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、室内空気の顕熱処理と潜熱処理を別々に行うことのできる空気調和装置（空
気調和システム）として、蒸気圧縮式冷凍サイクルにより主に空気の顕熱処理を行うとと
もに、空気中の水分を吸着／脱着可能な吸着剤により空気の潜熱処理を行うようにしたも
のがある（例えば、特許文献１参照）。この空気調和システムでは、室内で空気を循環さ
せて顕熱処理をする空調機と、室外空気の湿度を調節して室内に供給することで潜熱処理
をするデシカント外調機とを備えている。
【特許文献１】特開平平０９－３１８１２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この従来のシステムでは、空調機とデシカント外調機が別々に設置されるため、大きな
設置スペースが必要であり、コストも高くなりがちである。これに対し、空調機とデシカ
ント外調機とを１つのケーシング内に収納して一体化することで１カ所に設置可能に構成
しても、装置が大型になり、しかも構成が複雑になりやすい問題がある。
【０００４】
　また、デシカント外調機には吸着剤を再生するための加熱手段が必要であり、上記公報
のシステムでは、その加熱手段としてヒートポンプ装置を用いている。そして、従来の構
成では、空調機の蒸気圧縮式冷凍サイクルとデシカント外調機のヒートポンプ装置とをそ
れぞれ別個に駆動することが必要であるために、ＣＯＰ（成績係数）が低下するおそれが
あった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に鑑みて創案されたものであり、その目的は、空気の顕熱
処理と潜熱処理を別々に行えるようにした空気調和装置において、装置の大型化を防止す
るとともに、高ＣＯＰでの運転を可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　 の発明は、 を備え、 内に、
と空気とが熱交換を行う の熱交換器 (11,12,13,14)を有する空気調和装置を前提とし
ている。そして、この空気調和装置は、

表面に吸着剤を担持し 吸着熱
交換器 (13,14)により構成され

ているこ
とを特徴とする。
【０００７】
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請求項３

第１ 冷温水が流れる冷温水回路 (40) 該冷温水回路 (40) 冷温水
４つ

上記４つの熱交換器 (11,12,13,14)のうち２つの
熱交換器 (11,12)は、主に空気の顕熱処理を行う空気熱交換器 (11,12)により構成され、他
の２つの熱交換器 (13,14)は、 て主に空気の潜熱処理を行う

ている。更に、上記冷温水回路 (40)は、２つの吸着熱交換
器 (13,14)の一方に温水を流すとともに他方に冷水を流すように冷温水の流れ方向を切り
換える第１切換機構 (45)と、２つの空気熱交換器 (11,12)の一方に温水を流すとともに他
方に冷水を流すように冷温水の流れ方向を切り換える第２切換機構 (46)とを備え



　この第１の発明では、 の熱交換器 (11,12,13,14)のうち、 の吸着熱交換器 (13,1
4)において室内空気の潜熱処理を行い、他の熱交換器 (11,12)において顕熱処理を行うこ
とができる。この吸着熱交換器 (13,14)が 温水回路 (40)の冷却器である場合は、吸着
剤を冷却しながら空気中の水分を吸着することで空気を減湿でき 温水回路 (40)の加熱
器である場合は、吸着剤を加熱しながら空気中に水分を放出することで空気を加湿できる
。空気を加湿するとき、吸着剤は再生される。この発明では、 の他に吸着
剤の再生専用の装置は不要であるため、効率のよい運転が可能となる。
【０００８】
　 ２つの吸着熱交換器 (13,14)の一方を蒸発器（または冷却器）とし、他方を凝縮
器（または加熱器）としながら、蒸発器（または冷却器）となる吸着熱交換器 (13,14)と
凝縮器（または加熱器）となる吸着熱交換器 (13,14)を交互に切り換えることで、室内空
気の除湿や加湿を連続的に行うことができる。また、少なくとも２つの空気熱交換器 (11,
12)のうちの１つを用い、室内空気の冷却や加熱を連続的に行うことができる。このため
、この発明では、顕熱処理を行う空気熱交換器 (11,12)と潜熱処理を行う吸着熱交換器 (13
,14)の両方を用いて、冷房時に除湿を連続的に行うこともできるし、暖房時に加湿を連続
的に行うこともできる。
【０００９】
　 吸着熱交換器 (13,14)を冷温水回路 (40)の加熱器または冷却器にすることで水分
の吸着または再生を行うことが可能となり、空気熱交換器 (11,12)を冷温水回路 (40)の加
熱器または冷却器にすることで空気の加熱または冷却を行うことが可能となる。この場合
も冷温水回路 (40)の複数の熱交換器 (11,12,13,14)の少なくとも１つを吸着熱交換器 (13,1
4)にするだけで、吸着剤の再生専用の装置が不要であるため、効率のよい運転が可能とな
る。
【００１０】
　 の発明は、第 発明の空気調和装置において、吸着熱交換器 (13,14)で吸着剤を
冷却しながら該吸着熱交換器 (13,14)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着する吸湿運転と
、吸着熱交換器 (13,14)で吸着剤を加熱しながら該吸着熱交換器 (13,14)を流れる空気に水
分を放出させて吸着剤を再生する放湿運転とを、 における の流れと
空気の流通とを切り換えて行う制御手段 (15)を備えていることを特徴としている。
【００１１】
　この の発明では、吸湿運転時には、吸着熱交換器 (13,14)で吸着剤を冷却しながら
、該吸着熱交換器 (13,14)を流れる空気の水分が吸着剤で吸着される。また、放湿運転時
には、吸着熱交換器 (13,14)で吸着剤を加熱しながら、該吸着熱交換器 (13,14)を流れる空
気に水分を放出させることで、吸着剤が再生される。そして、制御手段 (15)により、吸湿
運転と放湿運転が交互に切り換えて行われる。
【００１２】
　 の発明は、 の発明の空気調和装置において、制御手段 (15)には、吸湿運転と放
湿運転を切り換える時間間隔を潜熱負荷に応じて設定する切換間隔設定手段 (16)が設けら
れていることを特徴としている。
【００１３】
　 の発明は、 の発明の空気調和装置において、切換間隔設定手段 (16)が、潜熱負
荷が大きくなるほど吸湿運転と放湿運転を切り換える時間間隔の設定値を小さくするよう
に構成されていることを特徴としている。
【００１４】
　これらの の発明では、吸着剤による水分の吸着量や放出量が、開始直後は多
く、時間が経つにつれて徐々に少なくなることから、室内の潜熱負荷が大きいときは切換
頻度を多くすることで除湿量または加湿量を多くし、潜熱負荷が小さいときは切換頻度を
少なくすることで除湿量または加湿量を少なくすることができる。つまり、潜熱負荷に見
合った運転を確実に行うことが可能となる。
【発明の効果】
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また、

また、

第２ １の

冷温水回路 (40) 冷温水
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【００１５】
　上記第１の発明によれば、 の の熱交換器 (11,12,13,14)のうち、

の熱交換器 (13,14)を吸着熱交換器 (13,14)にしたことにより、吸着熱交換器 (13,14)で
室内空気の潜熱処理を行い、その他の熱交換器 (11,12)で顕熱処理を行うことができるの
で、潜熱処理量や顕熱処理量を自在に制御できる。また、 のみを駆動する
だけで、室内空気の潜熱処理及び顕熱処理とともに、吸着剤の再生を行うこともできるた
め、吸着剤の再生専用の加熱手段が不要となり、ＣＯＰに優れた運転が可能となる。さら
に、 だけで空気調和装置を構成できるので、装置をコンパクトに構成する
ことも可能となる。
【００１６】
　 ２つの空気熱交換器 (11,12)と２つの吸着熱交換器 (13,14)を用いることによって
、冷房と除湿を連続的に行ったり、暖房と加湿を連続的に行ったりすることが可能となる
。また、冷房除湿時と暖房加湿時のいずれも、顕熱処理を行う空気熱交換器 (11,12)と潜
熱処理を行う吸着熱交換器 (13,14)の両方を用いることにより、潜熱処理量や顕熱処理量
を自在に制御することが可能となり、室内の快適性を高められる。
【００１７】
　 冷温水が循環する冷温水回路 (40)を用いることにより、室内の潜熱負荷と顕熱負
荷を別々に処理することができ、効率のよい運転が可能である。また、吸着剤を再生する
のに冷温水回路 (40)以外の専用の加熱手段は不要であるため、装置構成が複雑になること
も防止できる。
【００１８】
　上記 の発明によれば、制御手段 (15)により、吸湿運転と放湿運転が交互に行われる
。そして、吸湿運転時に吸着剤に水分が吸着された空気を室内に供給することにより室内
を除湿することができ、放湿運転時に吸着剤を再生した空気を室内に供給することにより
室内を加湿することができる。
【００１９】
　上記 の発明によれば、吸湿運転と放湿運転を切り換える時間間隔を潜熱負荷に応じ
て設定する切換間隔設定手段 (16)を設けており、特に の発明によれば潜熱負荷が大き
くなるほど吸湿運転と放湿運転を切り換える時間間隔の設定値を小さくするようにしてい
るので、室内の潜熱負荷が大きいときは切換頻度を多くすることで除湿量または加湿量を
多くし、潜熱負荷が小さいときは切換頻度を少なくすることで除湿量または加湿量を少な
くすることができ、室内の潜熱負荷に応じた快適な運転制御が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、

～４は室内から室外に排出され
る空気の量が室内に供給される空気の量よりも多くなる排気扇タイプの空気調和装 あ
り、 は室外に排出される空気の量よりも室内に供給される空気の量が多くなる
給気扇タイプに適用した例、 は室外に排出される空気
の量と室内に供給される空気の量がバランスする換気扇タイプに適用した例である。
【００２１】
　《発明の 》
　 に係る空気調和装置 (10)は、図１及び図２に示すように、冷媒が循環して蒸
気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路 (20)を備えている。この空気調和装置 (10)は、冷媒
と空気とが熱交換を行う複数の熱交換器 (11,12,13)を有している。また、この冷媒回路 (2
0)は、上記の複数の熱交換器 (11,12,13)として、主に空気の顕熱処理を行う２つの空気熱
交換器 (11,12)と、主に空気の潜熱処理を行う１つの吸着熱交換器 (13)とを備えている。
この吸着熱交換器 (13)は、表面に吸着剤を担持した熱交換器であり、吸着剤により空気の
潜熱処理を行うことができる。
【００２２】
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冷温水回路 (40) ４つ ２
つ

冷温水回路 (40)

冷温水回路 (40)

また、

また、

第２

第３
第４

実施形態１～３の説
明の前に、前提技術１～７を説明する。また、前提技術１

置で
前提技術５

前提技術６及び７と実施形態１～３

前提技術１
前提技術１



　上記空気熱交換器 (11,12)及び吸着熱交換器 (13)は、図示していないが、それぞれクロ
スフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器により構成されており、長方形板状に
形成された多数のフィンと、このフィンを貫通する伝熱管とを備えている。そして、上記
吸着熱交換器 (13)において、上記各フィン及び伝熱管の外表面には、吸着剤がディップ成
形（浸漬成形）により担持されている。吸着剤としては、ゼオライト、シリカゲル、活性
炭、親水性又は吸水性を有する有機高分子ポリマー系材料、カルボン酸基又はスルホン酸
基を有するイオン交換樹脂系材料、感温性高分子等の機能性高分子材料などが挙げられる
。
【００２３】
　なお、上記空気熱交換器 (11,12)及び吸着熱交換器 (13)は、クロスフィン式のフィン・
アンド・チューブ型熱交換器に限らず、他の形式の熱交換器、例えば、コルゲートフィン
式の熱交換器等であってもよい。また、吸着熱交換器 (13)の各フィン及び伝熱管の外表面
に吸着剤を担持する方法は、ディップ成形に限らず、吸着剤としての性能を損なわない限
りはどのような方法を用いてもよい。
【００２４】
　上記冷媒回路 (20)は、圧縮機 (21)と、室外熱交換器 (22)と、膨張機構 (23)と、室内熱交
換器 (24)とが接続された閉回路に構成されるとともに、冷媒の循環方向を反転させる切換
機構として四路切換弁 (25)を備えている。そして、室外熱交換器 (22)が第１空気熱交換器
(11)により構成され、室内熱交換器 (24)が吸着熱交換器 (13)と第２空気熱交換器 (12)とか
ら構成されている。また、膨張機構 (23)は、冷媒を第１空気熱交換器 (11)と吸着熱交換器
(13)との間で減圧可能な第１膨張機構としての膨張弁 (31)と、冷媒を吸着熱交換器 (13)と
第２空気熱交換器 (12)との間で減圧可能な第２膨張機構 (32)としてのキャピラリチューブ
(32a)及び電磁弁 (32b)とから構成されている。このキャピラリチューブ (32a)と電磁弁 (32
b)は、互いに並列に接続されている。なお、第２膨張機構 (32)には電動膨張弁を用いても
よい。
【００２５】
　上記冷媒回路 (20)において、圧縮機 (21)の吐出側は四路切換弁 (25)の第１ポート (P1)に
接続されている。四路切換弁 (25)の第２ポート (P2)は第１空気熱交換器 (11)に接続され、
第１空気熱交換器 (11)には第１膨張機構 (31)、吸着熱交換器 (13)、第２膨張機構 (32)、第
２空気熱交換器 (12)が順に直列に接続されている。第２空気熱交換器 (12)は四路切換弁 (2
5)の第３ポート (P3)に接続され、四路切換弁 (25)の第４ポート (P4)は圧縮機の吸入側に接
続されている。
【００２６】
　上記四路切換弁 (25)は、第１ポート (P1)と第２ポート (P2)が連通し、第３ポート (P3)と
第４ポート (P4)が連通する第１の状態（図１（Ａ），図１（Ｂ）の実線参照）と、第１ポ
ート (P1)と第３ポート (P3)が連通し、第２ポート (P2)と第４ポート (P4)が連通する第２の
状態（図２（Ａ），図２（Ｂ）の実線参照）とに切り換えることができる。この四路切換
弁 (25)を第１状態と第２状態で切り換えることにより、冷媒回路 (20)における冷媒の流れ
方向を反転させることができる。
【００２７】
　この空気調和装置 (10)では、装置構成の具体内容についての説明は省略するが、運転時
に、吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気を室内へ供給する状態（図１（Ａ）及び図２（
Ａ）参照）と、室外へ排出する状態（図１（Ｂ）及び図２（Ｂ）参照）とを切り換えるた
めの切換機構が設けられている。
【００２８】
　また、この空気調和装置 (10)は、吸着熱交換器 (13)で吸着剤を冷却しながら該吸着熱交
換器 (13)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着する吸湿運転（図１（Ａ）及び図２（Ｂ）参
照）と、吸着熱交換器 (13)で吸着剤を加熱しながら該吸着熱交換器 (13)を流れる空気に水
分を放出させて吸着剤を再生する放湿運転（図１（Ｂ）及び図２（Ａ）参照）とが可能に
構成されている。このため、上記空気調和装置 (10)には、上記四路切換弁 (25)及び膨張機
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構 (23)と上記切換機構（図示せず）とを操作することにより、吸湿運転時と放湿運転時と
で冷媒回路 (20)における冷媒の流れと空気の流通とを切り換えるコントローラ（制御手段
） (15)が設けられている。このコントローラ (15)は、吸湿運転と放湿運転を切り換える時
間間隔を室内の潜熱負荷に応じて設定する切換タイマ（切換間隔設定手段） (16)を含んで
いる。この切換タイマ (16)は、潜熱負荷が大きくなるほど吸湿運転と放湿運転を切り換え
る時間間隔の設定値を小さくするように構成されている。
【００２９】
　　－運転動作－
　次に、この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。
【００３０】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、四路切換弁 (25)は第１の状態に切り換わり、図１（Ａ）の第１運転（
吸湿運転）と図１（Ｂ）の第２運転（放湿運転）とを交互に行う。そして、第１運転時は
、膨張弁 (31)が所定開度に絞られるとともに電磁弁 (32b)が開放される。また、第２運転
時は、膨張弁 (31)が開放されるとともに電磁弁 (32b)が閉鎖される。
【００３１】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第１空気熱交換器
(11)で凝縮した後、膨張弁 (31)で膨張し、吸着熱交換器 (13)と第２空気熱交換器 (12)とで
蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気
(OA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、吸着熱交換器 (13)と第２空気熱交換器 (12)を
通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【００３２】
　その際、吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換器 (1
2)において主に空気の顕熱処理が行われる。具体的には、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が吸着熱交換器 (13)を通過することによって主に減湿されて室内に戻
り、残りの一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻
る。こうすることにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。
【００３３】
　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第１空気熱交換器 (11)と吸着熱
交換器 (13)とで凝縮した後、キャピラリチューブ (32a)で膨張し、第２空気熱交換器 (12)
で蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空
気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、吸着熱交換器 (13)を通過した室
内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内
空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【００３４】
　その際、室内熱交換器 (24)を通過する室内空気 (RA)は、一部が吸着熱交換器 (13)を通過
する際に吸着剤を再生して室外に排出され、残りの一部が第２空気熱交換器 (12)を通過す
ることによって主に冷却されて室内に戻る。つまり、第２運転時は主に室内の顕熱負荷の
みが処理され、潜熱負荷はほとんど処理されない（若干は第２空気熱交換器 (12)で処理さ
れる。）状態となるため、室内の冷房が主に行われる。
【００３５】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷は間欠的に処理することができる。その際、第
１運転と第２運転は、上記コントローラ (15)により、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短
い時間間隔で切り換えられる。これにより、室内の潜熱負荷が大きいときは切換頻度を多
くすることで除湿量を多くして、室内の快適性を高めることができる。また、逆に室内の
潜熱負荷が小さいときは、切換頻度を少なくすることで除湿量を少なくして、省エネ性を
高められる。
【００３６】
　　（暖房加湿運転）
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　暖房加湿運転時、四路切換弁 (25)は第２の状態に切り換わり、図２（Ａ）の第１運転（
放湿運転）と図２（Ｂ）の第２運転（吸湿運転）とを交互に行う。そして、第１運転時は
、膨張弁 (31)が所定開度に絞られるとともに電磁弁 (32b)が開放される。また、第２運転
時は膨張弁 (31)が開放されるとともに電磁弁 (32b)が閉鎖される。
【００３７】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第２空気熱交換器
(12)と吸着熱交換器 (13)とで凝縮した後、膨張弁 (31)で膨張し、第１空気熱交換器 (11)で
蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気
(OA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、吸着熱交換器 (13)と第２空気熱交換器 (12)を
通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【００３８】
　その際、吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換器 (1
2)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室内空
気 (RA)は、一部が吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤を再生することにより主に加湿
されて室内に戻り、残りの一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱
されて室内に戻る。こうすることにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる
。
【００３９】
　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第２空気熱交換器 (12)で凝縮し
た後、キャピラリチューブ (32a)で膨張し、吸着熱交換器 (13)と第１空気熱交換器 (11)と
で蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空
気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、吸着熱交換器 (13)を通過した室
内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内
空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【００４０】
　その際、室内熱交換器 (24)を通過する室内空気 (RA)は、一部が吸着熱交換器 (13)を通過
する際に吸着剤に水分を与えて室外に排出され、残りの一部が第２空気熱交換器 (12)を通
過することによって主に加熱されて室内に戻る。つまり、第２運転時は主に室内の顕熱負
荷のみが処理され、潜熱負荷は処理されない状態となるため、室内の暖房が主に行われる
。
【００４１】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷は間欠的に処理することができる。このときも
、第１運転と第２運転は、室内の潜熱負荷に応じた時間間隔で切り換えられる。
【００４２】
　　－ １の効果－
　この １によれば、２つの空気熱交換器 (11,12)と１つの吸着熱交換器 (13)とを
備えた冷媒回路 (20)により空気調和装置 (10)を構成しており、室内機には吸着熱交換器 (1
3)と第２空気熱交換器 (12)とを設ければよいので、空調機とデシカント外調機を別々に設
置するような場合に比べて装置の大型化を防止でき、コストも抑えられる。
【００４３】
　また、表面に吸着剤を担持した吸着熱交換器 (13)を用いて潜熱負荷を処理するようにし
たことにより、吸着剤の再生時には冷媒の凝縮熱を利用できる。したがって、冷媒回路 (2
0)とは別に吸着剤の加熱専用の手段を設ける必要がないので、その点からも装置の大型化
を防止でき、構成の複雑化も避けられる。
【００４４】
　さらに、吸着剤の加熱専用の手段が不要であり、冷媒回路 (10)のみを駆動するだけで冷
房と除湿、暖房と加湿を行えるので、ＣＯＰの高い運転を行うことも可能である。
【００４５】
　また、この １では、室内の潜熱負荷が大きいときは第１運転と第２運転の切換
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頻度を多くし、逆に潜熱負荷が小さいときは第１運転と第２運転の切換頻度を少なくして
いる。このことにより、室内の快適性と省エネ性のバランスに優れた運転を行うことが可
能となる。
【００４６】
　《発明の ２》
　 ２に係る空気調和装置は、図３及び図４に示すように、 １とは冷媒回
路 (20)の構成を変更した例である。この冷媒回路 (20)は、冷媒と空気とが熱交換を行う複
数の熱交換器 (11,13,14)として、１つの空気熱交換器 (11)と、２つの吸着熱交換器 (13,14
)とを備えている。この ２では、吸着熱交換器 (13,14)は主に空気の潜熱処理を行
うが、顕熱処理も行う。
【００４７】
　この冷媒回路 (20)は、 １と同様に、圧縮機 (21)と、室外熱交換器 (22)と、膨張
機構 (23)と、室内熱交換器 (24)とが接続された閉回路に構成されるとともに、冷媒の循環
方向を反転させる切換機構として四路切換弁 (25,26)を備えている。そして、室外熱交換
器 (22)が空気熱交換器 (11)により構成され、室内熱交換器 (24)が膨張機構 (23)を介して互
いに直列に接続された第１吸着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)とから構成されてい
る。
【００４８】
　上記膨張機構 (23)は、膨張弁により構成されている。また、切換機構 (25,26)は、冷媒
回路 (20)内での全体的な冷媒の循環方向を反転させる第１四路切換弁（第１切換機構） (2
5)と、第１吸着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)との間での冷媒の流れ方向を反転さ
せる第２四路切換弁（第２切換機構） (26)とから構成されている。
【００４９】
　上記冷媒回路 (20)において、圧縮機 (21)の吐出側は第１四路切換弁 (25)の第１ポート (P
1)に接続されている。第１四路切換弁 (25)の第２ポート (P2)は空気熱交換器 (11)に接続さ
れ、この空気熱交換器 (11)は第２四路切換弁 (26)の第１ポート (P1)に接続されている。第
２四路切換弁 (26)の第２ポート (P2)は第１吸着熱交換器 (13)に接続され、第１吸着熱交換
器 (13)には膨張弁 (23)と第２吸着熱交換器 (14)が順に直列に接続されている。第２吸着熱
交換器 (14)は第２四路切換弁 (26)の第３ポート (P3)に接続され、第２四路切換弁 (26)の第
４ポート (P4)は第１四路切換弁 (25)の第３ポート (P3)に接続されている。また、第１四路
切換弁 (25)の第４ポート (P4)は圧縮機 (21)の吸入側に接続されている。
【００５０】
　上記第１四路切換弁 (25)は、第１ポート (P1)と第２ポート (P2)が連通し、第３ポート (P
3)と第４ポート (P4)が連通する第１の状態（図３（Ａ），図３（Ｂ）の実線参照）と、第
１ポート (P1)と第３ポート (P3)が連通し、第２ポート (P2)と第４ポート (P4)が連通する第
２の状態（図４（Ａ），図４（Ｂ）の実線参照）とに切り換えることができる。
【００５１】
　また、上記第２四路切換弁 (26)は、第１ポート (P1)と第２ポート (P2)が連通し、第３ポ
ート (P3)と第４ポート (P4)が連通する第１の状態（図３（Ａ），図４（Ａ）の実線参照）
と、第１ポート (P1)と第３ポート (P3)が連通し、第２ポート (P2)と第４ポート (P4)が連通
する第２の状態（図３（Ｂ），図４（Ｂ）の実線参照）とに切り換えることができる。
【００５２】
　　－運転動作－
　次に、この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。
【００５３】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、第１四路切換弁 (25)は第１の状態に切り換わり、図３（Ａ）の第１運
転と図３（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。そして、第１運転時は第２四路切換弁 (26)が
第１の状態に切り換わり、第２運転時は第２四路切換弁 (26)が第２の状態に切り換わる。
また、第１運転時と第２運転時のいずれも、膨張弁 (23)は所定開度に絞られる。
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【００５４】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、空気熱交換器 (11)
と第１吸着熱交換器 (13)で凝縮した後、膨張弁 (23)で膨張し、第２吸着熱交換器 (14)で蒸
発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)は
排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空
気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気
(RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【００５５】
　その際、室内では、第２吸着熱交換器 (14)において空気の潜熱処理と顕熱処理が行われ
る。つまり、第２吸着熱交換器 (14)を通過する室内空気 (RA)は、まず、主に水分が吸着剤
に吸着されてから徐々に冷却され、室内に戻る。一方、第１吸着熱交換器 (13)を通過した
室内空気 (RA)は、その際に吸着剤を再生して室外に排出される。
【００５６】
　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、空気熱交換器 (11)と第２吸着熱
交換器 (14)で凝縮した後、膨張弁 (23)で膨張し、第１吸着熱交換器 (13)で蒸発して圧縮機
(21)に吸入される。このとき、空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)は排出空気 (EA)
として室外に排出されるとともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は供給
空気 (SA)として室内に戻り、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (E
A)として室外に排出される。
【００５７】
　その際、室内では、第１吸着熱交換器 (13)において空気の潜熱処理と顕熱処理が行われ
る。つまり、第１吸着熱交換器 (13)を通過する室内空気 (RA)は、まず、主に水分が吸着剤
に吸着されてから徐々に冷却され、室内に戻る。一方、第２吸着熱交換器 (14)を通過した
室内空気 (RA)は、その際に吸着剤を再生して室外に排出される。
【００５８】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理できる。この場合も、第１運転
と第２運転は、上記コントローラ (15)により、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間
間隔で切り換えられる。これにより、室内の潜熱負荷が大きいときは切換頻度を多くする
ことで除湿量を多くして室内の快適性を高め、逆に室内の潜熱負荷が小さいときは切換頻
度を少なくすることで除湿量を少なくして省エネ性を高められる。
【００５９】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時、第１四路切換弁 (25)は第２の状態に切り換わり、図４（Ａ）の第１運
転と図４（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。そして、第１運転時は第２四路切換弁 (26)が
第１の状態に切り換わり、第２運転時は第２四路切換弁 (26)が第２の状態に切り換わる。
また、第１運転時と第２運転時のいずれも、膨張弁 (23)は所定開度に絞られる。
【００６０】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第２吸着熱交換器
(14)で凝縮した後、膨張弁 (23)で膨張し、第１吸着熱交換器 (13)と空気熱交換器 (11)で蒸
発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が
排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空
気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気
(RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【００６１】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において空気の潜熱処理と顕熱処理が行われる。つまり
、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気 (RA)は、まず、主に吸着剤を再生することに
より加湿されてから徐々に加熱され、室内に戻る。一方、第１吸着熱交換器 (13)を通過し
た室内空気 (RA)は、その際に吸着剤に水分を与えて室外に排出される。
【００６２】
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　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第１吸着熱交換器 (13)で凝縮し
た後、膨張弁 (23)で膨張し、第２吸着熱交換器 (14)と空気熱交換器 (11)で蒸発して圧縮機
(21)に吸入される。このとき、空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)
として室外に排出されるとともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は供給
空気 (SA)として室内に戻り、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (E
A)として室外に排出される。
【００６３】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において空気の潜熱処理と顕熱処理が行われる。つまり
、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は、まず、主に吸着剤を再生することに
より加湿されてから徐々に加熱され、室内に戻る。一方、第２吸着熱交換器 (14)を通過し
た室内空気 (RA)は、その際に吸着剤に水分を与えて室外に排出される。
【００６４】
　以上のようにして第１運転と第２運転を交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷を
連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転と
第２運転は、室内の潜熱負荷に応じた時間間隔で切り換えることができる。
【００６５】
　　－ ２の効果－
　この ２によれば、 １と同様の効果が得られることに加えて、室内の潜
熱負荷と顕熱負荷を連続して処理することができる。したがって、 １と比べて室
内の湿度調整をより安定して行うことが可能となる。
【００６６】
　《発明の ３》
　 ３に係る空気調和装置 (10)は、図５及び図６に示すように、 １，２と
は冷媒回路 (20)の構成を変更した例である。この冷媒回路 (20)は、冷媒と空気とが熱交換
を行う複数の熱交換器 (11,12,13,14)として、主に空気の顕熱処理を行う２つの空気熱交
換器 (11,12)と、主に空気の潜熱処理を行う２つの吸着熱交換器 (13,14)とを備えている。
【００６７】
　この冷媒回路 (20)は、上記各 と同様に、圧縮機 (21)と、室外熱交換器 (22)と、
膨張機構 (23)と、室内熱交換器 (24)とが接続された閉回路に構成されるとともに、冷媒の
循環方向を反転させる切換機構として四路切換弁 (25,26)を備えている。そして、室外熱
交換器 (22)が第１空気熱交換器 (11)により構成され、室内熱交換器 (24)が、膨張機構 (23)
を介して互いに直列に接続された第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)と、第
２空気熱交換器 (12)とから構成されている。
【００６８】
　上記切換機構 (25,26)は、冷媒回路 (20)内での全体的な冷媒の循環方向を反転させる第
１四路切換弁（第１切換機構） (25)と、第１吸着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)と
の間での冷媒の流れ方向を反転させる第２四路切換弁（第２切換機構） (26)とから構成さ
れている。
【００６９】
　上記冷媒回路 (20)において、圧縮機 (21)の吐出側は第１四路切換弁 (25)の第１ポート (P
1)に接続されている。第１四路切換弁 (25)の第２ポート (P2)は第１空気熱交換器 (11)に接
続され、この第１空気熱交換器 (11)は第２四路切換弁 (26)の第１ポート (P1)に接続されて
いる。第２四路切換弁 (26)の第２ポート (P2)は第１吸着熱交換器 (13)に接続され、第１吸
着熱交換器 (13)には膨張弁 (23)と第２吸着熱交換器 (14)が順に直列に接続されている。第
２吸着熱交換器 (14)は第２四路切換弁 (26)の第３ポート (P3)に接続され、第２四路切換弁
(26)の第４ポート (P4)は第２空気熱交換器 (12)を介して第１四路切換弁 (25)の第３ポート
(P3)に接続されている。また、第１四路切換弁 (25)の第４ポート (P4)は圧縮機 (21)の吸入
側に接続されている。
【００７０】
　上記第１四路切換弁 (25)は、第１ポート (P1)と第２ポート (P2)が連通し、第３ポート (P
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3)と第４ポート (P4)が連通する第１の状態（図５（Ａ），図５（Ｂ）の実線参照）と、第
１ポート (P1)と第３ポート (P3)が連通し、第２ポート (P2)と第４ポート (P4)が連通する第
２の状態（図６（Ａ），図６（Ｂ）の実線参照）とに切り換えることができる。
【００７１】
　また、上記第２四路切換弁 (26)は、第１ポート (P1)と第２ポート (P2)が連通し、第３ポ
ート (P3)と第４ポート (P4)が連通する第１の状態（図５（Ａ），図６（Ａ）の実線参照）
と、第１ポート (P1)と第３ポート (P3)が連通し、第２ポート (P2)と第４ポート (P4)が連通
する第２の状態（図５（Ｂ），図６（Ｂ）の実線参照）とに切り換えることができる。
【００７２】
　この空気調和装置 (10)は、設置図である図７に示すように、屋外に設置された室外ユニ
ット (110)と、室内の壁面に設置された室内ユニット (120)と、室外ユニット (110)及び室
内ユニット (120)を連結する連絡配管 (130)とから構成されている。室外ユニット (110)に
は、室外熱交換器 (22)である第１空気熱交換器 (11)と、該室外熱交換器 (22)に送風するた
めの室外ファン (111)とが設けられている。また、室内ユニット (120)には、構造図である
図８に示すように、室内熱交換器 (24)である第１吸着熱交換器 (13)、第２吸着熱交換器 (1
4)及び第２空気熱交換器 (12)と、室内熱交換器 (24)に送風するための室内ファン (121)と
、室内ユニット (120)内の空気通路を切り換えるためのダンパ (122)とが設けられている。
室内ユニット (120)内には、背面側に吸着熱交換器 (13,14)が配置され、前面側に第２空気
熱交換器 (12)が配置されている。なお、図の例では、第２空気熱交換器 (12)は２枚の熱交
換器により構成されている。
【００７３】
　室内ユニット (120)には、室外と連通する排気管 (123)と、この排気管 (123)から空気を
室外へ排出するための排気ファン (124)とが設けられている。上記ダンパ (122)は、第１吸
着熱交換器 (13)に対応する第１ダンパ (122a)と、第２吸着熱交換器 (14)に対応する第２ダ
ンパ (122b)とから構成されており、それぞれ、上記吸着熱交換器 (13,14)を通過した室内
空気 (RA)が室内ファン (121)を介して室内に供給される第１位置と、上記吸着熱交換器 (13
,14)を通過した室内空気 (RA)が排気ファン (124)及び排気通路 (123)を介して室外に排出さ
れる第２位置とに切り換え可能に構成されている。
【００７４】
　図９は、この空気調和装置 (10)の設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図である。
図示するように、この空気調和装置 (10)では、室内ユニット (120)において、第１吸着熱
交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)の一方を通過した室内空気 (RA)が室外に排出され、
その他方を通過した室内空気 (RA)と第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は室内
を循環する。また、室外ユニット (110)において、室外空気 (OA)は第１空気熱交換器 (11)
を通過して室外を循環する。
【００７５】
　　－運転動作－
　次に、この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。
【００７６】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、第１四路切換弁 (25)は第１の状態に切り換わり、図５（Ａ）の第１運
転と図５（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。そして、第１運転時は第２四路切換弁 (26)が
第１の状態に切り換わり、第２運転時は第２四路切換弁 (26)が第２の状態に切り換わる。
また、第１運転時と第２運転時のいずれも、膨張弁 (23)は所定開度に絞られる。
【００７７】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第１空気熱交換器
(11)と第１吸着熱交換器 (13)とで凝縮した後、膨張弁 (23)で膨張し、第２吸着熱交換器 (1
4)と第２空気熱交換器 (12)とで蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱
交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第
１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第２
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吸着熱交換器 (14)と第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として
室内に戻る。
【００７８】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が第２吸着熱交換器 (14)を通過することによって主に減湿されて室内
に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に
戻る。こうすることにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内
熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第１吸着熱交換器 (13)を
通過する際に吸着剤を再生する。
【００７９】
　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第１空気熱交換器 (11)と第２吸
着熱交換器 (14)とで凝縮した後、膨張弁 (23)で膨張し、第１吸着熱交換器 (13)と第２空気
熱交換器 (12)とで蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱交換器 (11)を
通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第２吸着熱交換
器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第１吸着熱交換器
(13)と第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【００８０】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が第１吸着熱交換器 (13)を通過することによって主に減湿されて室内
に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に
戻る。こうすることにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内
熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第２吸着熱交換器 (14)を
通過する際に吸着剤を再生する。
【００８１】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理することができる。このときも
、第１運転と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられ
る。これにより、室内の潜熱負荷が大きいときは切換頻度を多くすることで除湿量を多く
して室内の快適性を高め、逆に室内の潜熱負荷が小さいときは切換頻度を少なくすること
で除湿量を少なくして省エネ性を高められる。
【００８２】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時、第１四路切換弁 (25)は第２の状態に切り換わり、図６（Ａ）の第１運
転と図６（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。そして、第１運転時は第２四路切換弁 (26)が
第１の状態に切り換わり、第２運転時は第２四路切換弁 (26)が第２の状態に切り換わる。
また、第１運転時と第２運転時のいずれも、膨張弁 (23)は所定開度に絞られる。
【００８３】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第２空気熱交換器
(12)と第２吸着熱交換器 (14)とで凝縮した後、膨張弁 (23)で膨張し、第１吸着熱交換器 (1
3)と第１空気熱交換器 (12)とで蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱
交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第
１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第２
吸着熱交換器 (14)と第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として
室内に戻る。
【００８４】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が第２吸着熱交換器 (14)を通過することによって主に加湿されて室内
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に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に
戻る。こうすることにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室内
熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第１吸着熱交換器 (13)を
通過する際に吸着剤に水分を与える。
【００８５】
　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒は、第２空気熱交換器 (12)と第１吸
着熱交換器 (13)とで凝縮した後、膨張弁 (23)で膨張し、第２吸着熱交換器 (14)と第１空気
熱交換器 (11)とで蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。このとき、第１空気熱交換器 (11)を
通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第２吸着熱交換
器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第１吸着熱交換器
(13)と第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給空気として室内に戻る。
【００８６】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が第１吸着熱交換器 (13)を通過することによって主に加湿されて室内
に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に
戻る。こうすることにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室内
熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第２吸着熱交換器 (14)を
通過する際に吸着剤に水分を与える。
【００８７】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷に応じた時間間隔で切り換えられる。
【００８８】
　　－ ３の効果－
　この ３によれば、冷房除湿運転時と暖房加湿運転時のいずれの場合も、第１吸
着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)とを切り換えて一方を潜熱処理に用いることによ
り、室内の潜熱負荷を連続的に処理できる。また、室内の顕熱負荷は第２空気熱交換器 (1
2)で連続して処理できる。したがって、 １と比べると室内の湿度調整をより安定
して行うことが可能になり、 ２と比べると室内の温度調整をより安定して行うこ
とも可能となる。
【００８９】
　《発明の ４》
　 ４に係る空気調和装置は、図１０及び図１１に示すように、 １～３と
は冷媒回路 (20)の構成を変更した例である。この冷媒回路 (20)は、冷媒と空気とが熱交換
を行う複数の熱交換器 (11,12,13,14)として、 ３と同様に、主に空気の顕熱処理
を行う２つの空気熱交換器 (11,12)と、主に空気の潜熱処理を行う２つの吸着熱交換器 (13
,14)とを備えている。
【００９０】
　この冷媒回路 (20)は、上記各 と同様に、圧縮機 (21)と、室外熱交換器 (22)と、
膨張機構 (23)と、室内熱交換器 (24)とが接続された閉回路に構成されるとともに、冷媒の
循環方向を反転させる切換機構として四路切換弁 (25,26)を備えている。膨張機構は第１
膨張弁（第１膨張機構） (31)と第２膨張弁（第２膨張機構） (32)とから構成されている。
また、室外熱交換器 (22)は第１空気熱交換器 (11)により構成され、室内熱交換器 (24)は、
第２膨張弁 (31)を介して互いに直列に接続された第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交
換器 (14)と、第２空気熱交換器 (12)とから構成されている。
【００９１】
　上記切換機構 (25,26)は、冷媒回路 (20)内での全体的な冷媒の循環方向を反転させる第
１四路切換弁（第１切換機構） (25)と、第１吸着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)と
の間での冷媒の流れ方向を反転させる第２四路切換弁（第２切換機構） (26)とから構成さ

10

20

30

40

50

(13) JP 3668785 B2 2005.7.6

前提技術
前提技術

前提技術
前提技術

前提技術
前提技術 前提技術

前提技術

前提技術



れている。
【００９２】
　上記冷媒回路 (20)において、圧縮機 (21)の吐出側は第１四路切換弁 (25)の第１ポート (P
1)に接続されている。第１四路切換弁 (25)の第２ポート (P2)は第１空気熱交換器 (11)に接
続され、この第１空気熱交換器 (11)には第１膨張弁 (31)と第２空気熱交換器 (12)が順に直
列に接続されている。第２空気熱交換器 (12)は第１四路切換弁 (25)の第３ポート (P3)に接
続され、第１四路切換弁 (25)の第４ポート (P4)は圧縮機 (21)の吸入側に接続されている。
【００９３】
　上記第１四路切換弁 (25)の第２ポート (P2)には、上記第１空気熱交換器 (11)と並列に第
２四路切換弁 (26)の第１ポート (P1)が接続され、第２四路切換弁 (26)の第２ポート (P2)に
は、第１吸着熱交換器 (13)、第２膨張弁 (32)、及び第２吸着熱交換器 (14)が順に直列に接
続されている。第２吸着熱交換器 (14)は第２四路切換弁 (26)の第３ポート (P3)に接続され
、第２四路切換弁 (26)の第４ポート (P4)は第１四路切換弁 (25)の第１ポート (P1)に対して
第２空気熱交換器 (12)と並列に接続されている。
【００９４】
　以上により、上記冷媒回路 (20)は、圧縮機 (21)と、第１空気熱交換器 (11)と、第１膨張
機構 (31)と、第２空気熱交換器 (12)とが順に接続されるとともに、第１空気熱交換器 (11)
、第１膨張機構 (31)及び第２空気熱交換器 (12)と並列に、第１吸着熱交換器 (13)、第２膨
張機構 (32)及び第２吸着熱交換器 (14)が接続されている。
【００９５】
　上記第１四路切換弁 (25)は、第１ポート (P1)と第２ポート (P2)が連通し、第３ポート (P
3)と第４ポート (P4)が連通する第１の状態（図１０（Ａ），図１０（Ｂ）の実線参照）と
、第１ポート (P1)と第３ポート (P3)が連通し、第２ポート (P2)と第４ポート (P4)が連通す
る第２の状態（図１１（Ａ），図１１（Ｂ）の実線参照）とに切り換えることができる。
【００９６】
　また、上記第２四路切換弁 (26)は、第１ポート (P1)と第２ポート (P2)が連通し、第３ポ
ート (P3)と第４ポート (P4)が連通する第１の状態（図１０（Ａ），図１１（Ａ）の実線参
照）と、第１ポート (P1)と第３ポート (P3)が連通し、第２ポート (P2)と第４ポート (P4)が
連通する第２の状態（図１０（Ｂ），図１１（Ｂ）の実線参照）とに切り換えることがで
きる。
【００９７】
　　－運転動作－
　次に、この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。
【００９８】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、第１四路切換弁 (25)は第１の状態に切り換わり、図１０（Ａ）の第１
運転と図１０（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。そして、第１運転時は第２四路切換弁 (2
6)が第１の状態に切り換わり、第２運転時は第２四路切換弁 (26)が第２の状態に切り換わ
る。また、第１運転時と第２運転時のいずれも、第１膨張弁 (31)及び第２膨張弁 (32)は所
定開度に絞られる。
【００９９】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒の一部は、第１空気熱
交換器 (11)で凝縮した後、第１膨張弁 (31)で膨張し、第２空気熱交換器 (12)で蒸発して圧
縮機 (21)に吸入される。また、圧縮機 (21)から吐出された冷媒の残りは、第１吸着熱交換
器 (13)で凝縮した後、第２膨張弁 (32)で膨張し、第２吸着熱交換器 (14)で蒸発して圧縮機
(21)に吸入される。このとき、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気
として室外に排出されるとともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は排出
空気 (EA)として室外に排出され、第２吸着熱交換器 (14)と第２空気熱交換器 (12)を通過し
た室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【０１００】
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　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が第２吸着熱交換器 (14)を通過することによって主に減湿されて室内
に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に
戻る。こうすることにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内
熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第１吸着熱交換器 (13)を
通過する際に吸着剤を再生する。
【０１０１】
　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒の一部は、第１空気熱交換器 (11)で
凝縮した後、第１膨張弁 (31)で膨張し、第２空気熱交換器 (12)で蒸発して圧縮機 (21)に吸
入される。圧縮機 (21)から吐出された冷媒の残りは、第２吸着熱交換器 (14)で凝縮した後
、第２膨張弁 (32)で膨張し、第１吸着熱交換器 (13)で蒸発して圧縮機 (21)に吸入される。
このとき、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気として室外に排出さ
れるとともに、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外
に排出され、第１吸着熱交換器 (13)と第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供
給空気 (SA)として室内に戻る。
【０１０２】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が第１吸着熱交換器 (13)を通過することによって主に減湿されて室内
に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に
戻る。こうすることにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内
熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第２吸着熱交換器 (14)を
通過する際に吸着剤を再生する。
【０１０３】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられる。これに
より、室内の潜熱負荷が大きいときは切換頻度を多くすることで除湿量を多くして室内の
快適性を高め、逆に室内の潜熱負荷が小さいときは切換頻度を少なくすることで除湿量を
少なくして省エネ性を高められる。
【０１０４】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時、第１四路切換弁 (25)は第２の状態に切り換わり、図１１（Ａ）の第１
運転と図１１（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。そして、第１運転時は第２四路切換弁 (2
6)が第１の状態に切り換わり、第２運転時は第２四路切換弁 (26)が第２の状態に切り換わ
る。また、第１運転時と第２運転時のいずれも、膨張弁 (23)は所定開度に絞られる。
【０１０５】
　この状態において、第１運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒の一部は、第２空気熱
交換器 (12)で凝縮した後、第１膨張弁 (31)で膨張し、第１空気熱交換器 (11)で蒸発して圧
縮機 (21)に吸入される。また、圧縮機 (21)から吐出された冷媒の残りは、第２吸着熱交換
器 (14)で凝縮した後、第２膨張弁 (32)で膨張し、第１吸着熱交換器 (13)で蒸発して圧縮機
(21)に戻る。このとき、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)と
して室外に排出されるとともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は排出空
気 (EA)として室外に排出され、第２吸着熱交換器 (14)と第２空気熱交換器 (12)を通過した
室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【０１０６】
　その際、室内では、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２
空気熱交換器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を
通過する室内空気 (RA)は、一部が第２吸着熱交換器 (14)を通過することによって主に加湿
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されて室内に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱さ
れて室内に戻る。こうすることにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。
また、室内熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第１吸着熱交
換器 (13)を通過する際に吸着剤に水分を与える。
【０１０７】
　また、第２運転時、圧縮機 (21)から吐出された冷媒の一部は、第２空気熱交換器 (12)で
凝縮した後、第１膨張弁 (31)で膨張し、第１空気熱交換器 (11)で蒸発して圧縮機 (21)に吸
入される。圧縮機 (21)から吐出された冷媒の残りは、第１吸着熱交換器 (13)で凝縮した後
、第２膨張弁 (32)で膨張し、第２吸着熱交換器 (14)で蒸発して圧縮機 (21)に戻る。このと
き、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出され
るとともに、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に
排出され、第１吸着熱交換器 (13)と第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給
空気 (SA)として室内に戻る。
【０１０８】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室内熱交換器 (24)を通過する室
内空気 (RA)は、一部が第１吸着熱交換器 (13)を通過することによって主に加湿されて室内
に戻り、他の一部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に
戻る。こうすることにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室内
熱交換器 (24)を通過してから室外に排出される排出空気 (EA)は、第２吸着熱交換器 (14)を
通過する際に吸着剤に水分を与える。
【０１０９】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷に応じた時間間隔で切り換えられる。
【０１１０】
　　－ ４の効果－
　この ４によれば、冷房除湿運転時と暖房加湿運転時のいずれの場合も、第１吸
着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)とを切り換えて一方を潜熱処理に用いることによ
り、室内の潜熱負荷を連続的に処理できる。また、室内の顕熱負荷は第２空気熱交換器 (1
2)で処理できる。したがって、 ３と同様に、室内の湿度調整を安定して行うこと
が可能になるとともに、室内の温度調整も安定して行うことが可能となる。
【０１１１】
　また、この ４では、空気熱交換器 (11,12)を流れる冷媒の流量と吸着熱交換器 (
13,14)を流れる冷媒の流量を２つの膨張弁 (31,32)で別々に制御できるため、室内の潜熱
負荷と顕熱負荷を処理する際の制御を ３よりも容易に行うことが可能となる。
【０１１２】
　《発明の ５》
　 ５に係る空気調和装置は、図１２及び図１３に示すように、冷媒回路 (20)の構
成は ４と同じであるが、第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)を室外
に配置した例である。つまり、この冷媒回路 (20)では、室外熱交換器 (22)が、第１空気熱
交換器 (11)、第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)から構成され、室内熱交換
器 (24)が第２空気熱交換器 (12)のみにより構成されている。また、この空気調和装置 (10)
は、室外への排気量よりも室内への給気量が多くなる給気扇タイプの装置に構成されてい
る。
【０１１３】
　冷媒回路の構成そのものは上述したように ４と同じであるため、ここでは具体
的な説明は省略する。
【０１１４】
　図１４は、この空気調和装置 (10)の設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図である
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。図示するように、この空気調和装置 (10)では、室外ユニット (110)において、第１吸着
熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)の一方を通過した室外空気 (OA)が室内に供給され
、その他方を通過した室外空気 (OA)と第１空気熱交換器 (11)を通過した (OA)空気は室外を
循環する。また、室内ユニット (120)において、室内空気 (RA)は第２空気熱交換器 (12)を
通過して室内を循環する。
【０１１５】
　　－運転動作－
　次に、この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。なお、冷媒回路における冷
媒の流れは ４と同じであるため、ここでは主に空気の流れについて説明する。
【０１１６】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、図１２（Ａ）の第１運転と図１２（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が凝縮器となり、第２空気
熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換器 (11)と
第１吸着熱交換器 (13)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されると
ともに、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として供給され、
第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
【０１１７】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)は第
２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうすることに
より、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室外空気 (OA)の一部は、第
１吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤を再生する。
【０１１８】
　第２運転時は、第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が凝縮器となり、第２空
気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換器 (11)
と第２吸着熱交換器 (14)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出される
とともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供
給され、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)も供給空気 (RA)として室内に戻る
。
【０１１９】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)は第
２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうすることに
より、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室外空気 (OA)の一部は、第
２吸着熱交換器 (14)を通過する際に吸着剤を再生する。
【０１２０】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられる。
【０１２１】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時、図１３（Ａ）の第１運転と図１３（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が凝縮器となり、第１空気
熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換器 (11)と
第１吸着熱交換器 (13)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されると
ともに、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供給
され、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内に戻る。
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【０１２２】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)は第
２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうすることに
より、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室外空気 (OA)の一部は、第
１吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤に水分を与える。
【０１２３】
　また、第２運転時は、第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が凝縮器となり、
第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換
器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出
されるとともに、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室
内に供給され、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は供給空気 (SA)として室内
に戻る。
【０１２４】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)は第
２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうすることに
より、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室外空気 (OA)の一部は、第
２吸着熱交換器 (14)を通過する際に吸着剤に水分を与える。
【０１２５】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷に応じた時間間隔で切り換えられる。
【０１２６】
　このように 気扇タイプの空気調和装置において適用することも可能であり、その場
合でも上記各 と同様の効果を奏することができる。
【０１２７】
　《発明の ６》
　 ６に係る空気調和装置は、図１５及び図１６に示すように、 ４と冷媒
回路の構成は同じである。この空気調和装置 (10)は、室内への給気量と室外への排気量が
バランスする換気扇タイプの装置に構成されている。
【０１２８】
　図１７は、この空気調和装置の設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図である。図
示するように、この空気調和装置 (10)では、室内ユニット (120)において、第１吸着熱交
換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)の一方を通過した室外空気 (OA)が室内に供給され、そ
の他方を通過した室内空気 (RA)が室外に排出される。また、第２空気熱交換器 (12)を通過
した室内空気 (RA)は室内を循環する。さらに、室外ユニット (110)において、室外空気 (OA
)は第１空気熱交換器 (11)を通過して室外を循環する。
【０１２９】
　－運転動作－
　この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。なお、冷媒回路における冷媒の流
れは ４と同じであるため、ここでは主に空気の流れについて説明する。
【０１３０】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、図１５（Ａ）の第１運転と図１５（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が凝縮器となり、第２空気
熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換器 (11)を
通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第２空気熱交換
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器 (12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に戻る。また、第１吸着熱交換
器 (13)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出され、第２吸着熱交換器
(14)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供給される。
【０１３１】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部は第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第１吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤を再生する。
【０１３２】
　第２運転時は、第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が凝縮器となり、第２空
気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換器 (11)
を通過した室外空気 (OA)が排出空気として室外に排出されるとともに、第２空気熱交換器
(12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に戻る。また、第１吸着熱交換器
(13)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供給され、第２吸着熱交換器 (1
4)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出される。
【０１３３】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部は第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第２吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤を再生する。
【０１３４】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられる。
【０１３５】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時、図１６（Ａ）の第１運転と図１６（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が凝縮器となり、第１空気
熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換器 (11)を
通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第２空気熱交換
器 (12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に戻る。また、第１吸着熱交換
器 (13)を通過した室内空気 (RA)が排出空気 (EA)として室外に排出され、第２吸着熱交換器
(14)を通過した室外空気 (OA)が供給空気 (SA)として室内に供給される。
【０１３６】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部は第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第１吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤に水分を与える。
【０１３７】
　また、第２運転時は、第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が凝縮器となり、
第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が蒸発器となる。そして、第１空気熱交換
器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出されるとともに、第２空
気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に戻る。また、第１吸
着熱交換器 (13)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供給され、第２吸着
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熱交換器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出される。
【０１３８】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部は第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第２吸着熱交換器 (14)を通過する際に吸着剤に水分を与える。
【０１３９】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷に応じた時間間隔で切り換えられる。
【０１４０】
　このように 気扇タイプの空気調和装置において適用することも可能であり、その場
合でも上記各 と同様の効果を奏することができる。
【０１４１】
　－変形例－
　図１５～図１７の例では、２つの吸着熱交換器 (13,14)を室内に設置しているが、これ
らの吸着熱交換器 (13,14)は、図１８に示すように室外に設置してもよい。この場合、室
外ユニット (110)において、第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)の一方を通
過した室外空気 (OA)が室内に供給され、その他方を通過した室内空気 (RA)が室外に排出さ
れる。また、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)は室内を循環する。さらに、
室外ユニット (110)において、室外空気 (OA)は第１空気熱交換器 (11)を通過して室外を循
環する。
【０１４２】
　このようにしても、図１５～図１７の例と同様の効果を奏することができる。
【０１４３】
　《発明の ７》
　 ７に係る空気調和装置 (10)は、図１９及び図２０に示すように、２つの空気熱
交換器 (11,12)と２つの吸着熱交換器 (13,14)を１つのケーシング (150)内に収納し、一体
型にして天井裏に設置した例である。この ７は 気調和装置 (10)を全換気タイ
プとして構成する場合の１つの構成例である。また、図１９は、この空気調和装置 (10)の
設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図であり、図２０は、（Ａ）図が平面構造図、
（Ｂ）図が左側面構造図、（Ｃ）図が右側面構造図である。
【０１４４】
　この空気調和装置 (10)のケーシング (150)は、四角い箱形に形成されている。このケー
シング (150)の一対の端面の一方には、室外空気 (OA)をケーシング (150)内に取り入れる第
１吸込口 (151)と、室内空気 (RA)をケーシング (150)内に取り入れる第２吸込口 (152)が設
けられている。また、上記一対の端面の他方には、供給空気 (SA)を室内に供給する第１吹
出口 (153)と、排出空気 (EA)を室外に排出する第２吹出口 (154)が設けられている。これら
の第１吸込口 (151)、第２吸込口 (152)、第１吹出口 (153)、及び第２吹出口 (154)にはそれ
ぞれダクトが接続され、室外空気、室内空気、供給空気及び排出空気が流れるようになっ
ている。
【０１４５】
　上記ケーシング (150)内は、上記空気熱交換器 (11,12)及び吸着熱交換器 (13,14)が配置
された熱交換室 (160)と、ファン (191,192)や圧縮機 (21)などの機械部品が配置された機械
室 (170)とに分割されている。
【０１４６】
　上記熱交換室 (160)は、図において上記ケーシング (150)の左右方向に３つに分割され、
中央に吸着熱交換器室 (161,162)が、両側に第１空気熱交換器室 (163)と第２空気熱交換器
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室 (164)が構成されている。吸着熱交換器室 (161,162)及び空気熱交換器室 (163,164)は、
それぞれ高さ方向で上下に２段に分割されている。また、吸着熱交換器室 (161,162)は前
後方向（図の上下方向）に２列に分割され、第１吸着熱交換器室 (161)と第２吸着熱交換
器室 (162)が構成されている。
【０１４７】
　第１空気熱交換器 (11)は第１空気熱交換器室 (163)の上段に配置され、第２空気熱交換
器 (12)は第２空気熱交換器室 (164)の上段に配置されている。また、第１吸着熱交換器 (13
)は第１吸着熱交換器室 (161)の上段と下段の中央に配置され、第２吸着熱交換器 (14)は第
２吸着熱交換器室 (162)の上段と下段の中央に配置されている。
【０１４８】
　上記第１空気熱交換器室 (163)は、上段及び下段とも、第１吸込口 (151)に連通している
。この第１空気熱交換器室 (163)の上段には、第１吸着熱交換器室 (161)との間に第１ダン
パ (181)が設けられ、第２吸着熱交換器室 (162)との間に第２ダンパ (182)が設けられてい
る。この第１空気熱交換器室 (163)の下段には、第１吸着熱交換器室 (161)との間に第３ダ
ンパ (183)が設けられ、第２吸着熱交換器室 (162)との間に第４ダンパ (184)が設けられて
いる。
【０１４９】
　上記第２空気熱交換器室 (164)は、上段及び下段とも、第２吸込口 (152)に連通している
。この第２空気熱交換器室 (164)の上段には、上記第１吸着熱交換器室 (161)との間に第５
ダンパ (185)が設けられ、第２吸着熱交換器室 (162)との間に第６ダンパ (186)が設けられ
ている。この第２空気熱交換器室 (164)の下段には、第１吸着熱交換器室 (161)との間に第
７ダンパ (187)が設けられ、第２吸着熱交換器室 (162)との間に第８ダンパ (188)が設けら
れている。
【０１５０】
　上記ケーシング (150)の機械室 (170)には、中央に圧縮機 (21)が配置されるとともに、そ
の両側に第１ファン (191)及び第２ファン (192)が配置されている。第１ファン (191)は、
第１吹出口 (153)と、第２空気熱交換器室 (164)の上段とに連通している。また、第２ファ
ン (192)は、第２吹出口 (154)と、第１空気熱交換器室 (163)の上段とに連通している。
【０１５１】
　なお、冷媒回路 (20)は図１５，図１６に示したものと同様に構成され、各熱交換器 (11
～ 14)における空気の流れも図１５，１６と同じである。異なる点は、図１５，１６の例
では圧縮機 (21)や第１空気熱交換器 (11)が室外に配置されているのに対して、この

７ではすべての機器が室内に配置されている点だけである。
【０１５２】
　－運転動作－
　次に、この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。
【０１５３】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時は、第１運転（図１５（Ａ）参照）と第２運転（図１５（Ｂ）参照）と
を交互に行う。第１運転時は、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が凝縮器と
なり、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が蒸発器となる。また、第１ダンパ
(181)、第４ダンパ (184)、第６ダンパ (186)、第７ダンパ (187)が開口し、第２ダンパ (182
)、第３ダンパ (183)、第５ダンパ (185)、第８ダンパ (188)が閉鎖される。
【０１５４】
　この状態において、第１吸込口 (151)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (O
A)は、一部が第１空気熱交換器室 (163)の上段において第１空気熱交換器 (11)を通過し、
第２ファン (192)を介して第２吹出口 (154)から室外へ排出される。また、第１吸込口 (151
)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (OA)の残りは、第１空気熱交換器室 (163
)の下段から第２吸着熱交換器室 (162)に流入して第２吸着熱交換器 (14)で減湿され、第２
空気熱交換器室 (164)の上段に流出した後に第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)か
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ら室内に供給される。一方、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内
空気 (RA)は、一部が第２空気熱交換器室 (164)の上段において第２空気熱交換器 (12)を通
過することで冷却され、第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)から室内へ供給される
。また、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内空気 (RA)の残りは、
第２空気熱交換器室 (164)の下段から第１吸着熱交換器室 (161)に流入して第１吸着熱交換
器 (13)を再生し、第１空気熱交換器室 (163)の上段に流出した後に第２ファン (192)を介し
て第２吹出口 (154)から室外へ排出される。
【０１５５】
　この際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。
【０１５６】
　第２運転時は、第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が凝縮器となり、第２空
気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が蒸発器となる。また、第２ダンパ (182)、第３
ダンパ (183)、第５ダンパ (185)、第８ダンパ (188)が開口し、第１ダンパ (181)、第４ダン
パ (184)、第６ダンパ (186)、第７ダンパ (187)が閉鎖される。
【０１５７】
　この状態において、第１吸込口 (151)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (O
A)は、一部が第１空気熱交換器室 (163)の上段において第１空気熱交換器 (11)を通過し、
第２ファン (192)を介して第２吹出口 (154)から室外へ排出される。また、第１吸込口 (151
)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (OA)の残りは、第１空気熱交換器室 (163
)の下段から第１吸着熱交換器室 (161)に流入して第１吸着熱交換器 (13)で減湿され、第２
空気熱交換器室 (164)の上段に流出した後に第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)か
ら室内に供給される。一方、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内
空気 (RA)は、一部が第２空気熱交換器室 (164)の上段において第２空気熱交換器 (12)を通
過することで冷却され、第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)から室内へ供給される
。また、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内空気 (RA)の残りは、
第２空気熱交換器室 (164)の下段から第２吸着熱交換器室 (162)に流入して第２吸着熱交換
器 (14)を再生し、第１空気熱交換器室 (163)の上段に流出した後に第２ファン (192)を介し
て第２吹出口 (154)から室外へ排出される。
【０１５８】
　この際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。
【０１５９】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられる。
【０１６０】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時は、第１運転（図１６（Ａ）参照）と第２運転（図１６（Ｂ）参照）と
を交互に行う。第１運転時は、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が凝縮器と
なり、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が蒸発器となる。また、第１ダンパ
(181)、第４ダンパ (184)、第６ダンパ (186)、第７ダンパ (187)が開口し、第２ダンパ (182
)、第３ダンパ (183)、第５ダンパ (185)、第８ダンパ (188)が閉鎖される。
【０１６１】
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　この状態において、第１吸込口 (151)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (O
A)は、一部が第１空気熱交換器室 (163)の上段において第１空気熱交換器 (11)を通過し、
第２ファン (192)を介して第２吹出口 (154)から室外へ排出される。また、第１吸込口 (151
)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (OA)の残りは、第１空気熱交換器室 (163
)の下段から第２吸着熱交換器室 (162)に流入して第２吸着熱交換器 (14)で加湿され、第２
空気熱交換器室 (164)の上段に流出した後に第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)か
ら室内に供給される。一方、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内
空気 (RA)は、一部が第２空気熱交換器室 (164)の上段において第２空気熱交換器 (12)を通
過することで加熱され、第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)から室内へ供給される
。また、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内空気 (RA)の残りは、
第２空気熱交換器室 (164)の下段から第１吸着熱交換器室 (161)に流入して第１吸着熱交換
器 (13)に水分を与え、第１空気熱交換器室 (163)の上段に流出した後に第２ファン (192)を
介して第２吹出口 (154)から室外へ排出される。
【０１６２】
　この際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。
【０１６３】
　第２運転時は、第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が凝縮器となり、第１空
気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が蒸発器となる。また、第２ダンパ (182)、第３
ダンパ (183)、第５ダンパ (185)、第８ダンパ (188)が開口し、第１ダンパ (181)、第４ダン
パ (184)、第６ダンパ (186)、第７ダンパ (187)が閉鎖される。
【０１６４】
　この状態において、第１吸込口 (151)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (O
A)は、一部が第１空気熱交換器室 (163)の上段において第１空気熱交換器 (11)を通過し、
第２ファン (192)を介して第２吹出口 (154)から室外へ排出される。また、第１吸込口 (151
)からケーシング (150)内に取り込まれた室外空気 (OA)の残りは、第１空気熱交換器室 (163
)の下段から第１吸着熱交換器室 (161)に流入して第１吸着熱交換器 (13)で加湿され、第２
空気熱交換器室 (164)の上段に流出した後に第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)か
ら室内に供給される。一方、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内
空気 (RA)は、一部が第２空気熱交換器室 (164)の上段において第２空気熱交換器 (12)を通
過することで加熱され、第１ファン (191)を介して第１吹出口 (153)から室内へ供給される
。また、第２吸込口 (152)からケーシング (150)内に取り込まれた室内空気 (RA)の残りは、
第２空気熱交換器室 (164)の下段から第２吸着熱交換器室 (162)に流入して第２吸着熱交換
器 (14)に水分を与え、第１空気熱交換器室 (163)の上段に流出した後に第２ファン (192)を
介して第２吹出口 (154)から室外へ排出される。
【０１６５】
　この際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。
【０１６６】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられる。
【０１６７】
　《発明の実施形態１》
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　実施形態１に係る空気調和装置は、図２１及び図２２に示すように、上記各 に
おける冷媒回路 (20)の代わりに、冷温水が流れる冷温水回路 (40)を備えている。この冷温
水回路 (40)は、冷温水と空気とが熱交換を行う複数の熱交換器 (11,12,13,14)を有してい
る。また、この冷温水回路 (40)は、上記の複数の熱交換器 (11,12,13,14)として、主に空
気の顕熱処理を行う２つの空気熱交換器 (11,12)と、主に空気の潜熱処理を行う２つの吸
着熱交換器 (13,14)とを備えている。
【０１６８】
　この冷温水回路 (40)は、温水源 (41)と、冷水源 (42)と、室外熱交換器 (43)と、室内熱交
換器 (44)とを備えている。そして、室外熱交換器 (43)が第１空気熱交換器 (11)により構成
され、室内熱交換器 (44)が第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)と第２吸着熱交
換器 (14)とにより構成されている。
【０１６９】
　この冷温水回路 (40)において、第１吸着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)とは互い
に並列に接続され、第１空気熱交換器 (11)と第２空気熱交換器 (12)とは互いに並列に接続
されている。さらに、第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)と、第１空気熱交
換器 (11)及び第２空気熱交換器 (12)は、温水源 (41)及び冷水源 (42)に対して互いに直列に
接続されている。
【０１７０】
　上記冷温水回路 (40)は、第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)の一方に温水
を流すとともに他方に冷水を流すように冷温水の流れ方向を切り換える第１切換機構 (45)
として、第１吸着熱交換器 (13)の一端に接続された三方弁 (A1)、その他端に接続された三
方弁 (A2)、第２吸着熱交換器 (14)の一端に接続された三方弁 (B1)、及びその他端に接続さ
れた三方弁 (B2)を備えている。また、上記冷温水回路 (40)は、第１空気熱交換器 (11)と第
２空気熱交換器 (12)の一方に温水を流すとともに他方に冷水を流すように冷温水の流れ方
向を切り換える第２切換機構 (46)として、第１空気熱交換器 (11)の一端に接続された三方
弁 (C1)、その他端に接続された三方弁 (C2)、第２空気熱交換器 (12)の一端に接続された三
方弁 (D1)、及びその他端に接続された三方弁 (D2)を備えている。
【０１７１】
　上記温水源 (41)には、三方弁 (A1)と三方弁 (B1)がそれぞれの温水流入ポート (Pi1)にお
いて並列に接続され、上記冷水源 (42)には、三方弁 (A1)と三方弁 (B1)がそれぞれの冷水流
入ポート (Pi2)において並列に接続されている。
【０１７２】
　三方弁 (A2)及び三方弁 (B2)と、三方弁 (C1)及び三方弁 (D1)とは、三方弁 (A2)及び三方弁
(B2)に対して三方弁 (C1)及び三方弁 (D1)が並列になり、且つ、三方弁 (C1)及び三方弁 (D1)
に対して三方弁 (A2)及び三方弁 (B2)が並列になるように接続されている。そして、三方弁
(A2)及び三方弁 (B2)の各温水流出ポート (Po1)は、互いに連通するとともに、三方弁 (C1)
及び三方弁 (D1)の各温水流入ポート (Pi1)とも連通している。また、三方弁 (A2)及び三方
弁 (B2)の各冷水流出ポート (Po2)は、互いに連通するとともに、三方弁 (C1)及び三方弁 (D1
)の各冷水流入ポート (Pi2)とも連通している。
【０１７３】
　上記温水源 (41)には、三方弁 (C2)と三方弁 (D2)がそれぞれの温水流出ポート (Po1)にお
いて並列に接続され、上記冷水源 (42)には、三方弁 (C2)と三方弁 (D2)がそれぞれの冷水流
出ポート (Po2)において並列に接続されている。
【０１７４】
　　－運転動作－
　次に、この空気調和装置 (10)の運転動作について説明する。
【０１７５】
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、図２１（Ａ）の第１運転と図２１（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２１（Ａ）の実線で示したポートが開かれ、
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破線で示したポートが閉じられることで、第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)
が加熱器となり、第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が冷却器となる。そして
、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出される
とともに、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に戻
る。また、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供
給され、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出
される。
【０１７６】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第２吸着熱交換器 (14)を通過する際に吸着剤を再生する。
【０１７７】
　第２運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２１（Ｂ）の実線で示したポートが開かれ
、破線で示したポートが閉じられることで、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (1
3)が加熱器となり、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が冷却器となる。そし
て、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気として室外に排出されると
ともに、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に戻る
。また、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排出
され、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供給さ
れる。
【０１７８】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に減湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に冷却されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の冷房と除湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第１吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤を再生する。
【０１７９】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられる。
【０１８０】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時、図２２（Ａ）の第１運転と図２２（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２２（Ａ）の実線で示したポートが開かれ、
破線で示したポートが閉じられることで、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)
が加熱器となり、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が冷却器となる。そして
、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出される
とともに、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に戻
る。また、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排
出され、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に供給
される。
【０１８１】
　その際、第２吸着熱交換器 (14)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第２吸着
熱交換器 (14)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうする
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ことにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第１吸着熱交換器 (13)を通過する際に吸着剤に水分を与える。
【０１８２】
　第２運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２２（Ｂ）の実線で示したポートが開かれ
、破線で示したポートが閉じられることで、第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (1
3)が加熱器となり、第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が冷却器となる。そし
て、第１空気熱交換器 (11)を通過した室外空気 (OA)が排出空気 (EA)として室外に排出され
るとともに、第２空気熱交換器 (12)を通過した室内空気 (RA)が供給空気 (SA)として室内に
戻る。また、第１吸着熱交換器 (13)を通過した室外空気 (OA)は供給空気 (SA)として室内に
供給され、第２吸着熱交換器 (14)を通過した室内空気 (RA)は排出空気 (EA)として室外に排
出される。
【０１８３】
　その際、第１吸着熱交換器 (13)において主に空気の潜熱処理が行われ、第２空気熱交換
器 (12)において主に空気の顕熱処理が行われる。つまり、室外空気 (OA)の一部が第１吸着
熱交換器 (13)を通過することによって主に加湿されて室内に供給され、室内空気 (RA)の一
部が第２空気熱交換器 (12)を通過することによって主に加熱されて室内に戻る。こうする
ことにより、室内の暖房と加湿を効率よく行うことができる。また、室内空気 (RA)の一部
は、第２吸着熱交換器 (14)を通過する際に吸着剤を再生する。
【０１８４】
　以上のようにして第１運転と第２運転とを交互に繰り返すことにより、室内の顕熱負荷
を連続的に処理しながら、室内の潜熱負荷も連続的に処理される。このときも、第１運転
と第２運転は、室内の潜熱負荷が大きくなるほど短い時間間隔で切り換えられる。
【０１８５】
　－変形例－
　この実施形態１では、空気調和装置 (10)を １～６のようなセパレート型と考え
て、４つの熱交換器 (11,12,13,14)を室外熱交換器 (43)と室内熱交換器 (44)に分けて説明
したが、 ７のような一体型で室外熱交換器 (43)と室内熱交換器 (44)の区別のない
構成にすることも可能である。
【０１８６】
　この点は、以下の実施形態 についても同様である。
【０１８７】
　《発明の 》
　 に係る空気調和装置は、図２３及び図２４に示すように、 とは冷
温水回路 (40)の構成を変更した例である。
【０１８８】
　この冷温水回路 (40)は、温水源 (41)と、冷水源 (42)と、室外熱交換器 (43)と、室内熱交
換器 (44)とを備え、室外熱交換器 (43)が第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)に
より構成され、室内熱交換器 (44)が第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)とによ
り構成されている。
【０１８９】
　この冷温水回路 (40)において、第１吸着熱交換器 (13)と第２吸着熱交換器 (14)とは互い
に並列に接続され、第１空気熱交換器 (11)と第２空気熱交換器 (12)とは互いに並列に接続
されている。さらに、第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)と、第１空気熱交
換器 (11)及び第２空気熱交換器 (12)は、温水源 (41)及び冷水源 (42)に対して互いに並列に
接続されている。
【０１９０】
　上記冷温水回路 (40)は、第１吸着熱交換器 (13)及び第２吸着熱交換器 (14)の一方に温水
を流すとともに他方に冷水を流すように冷温水の流れ方向を切り換える第１切換機構 (45)
として、第１吸着熱交換器 (13)の一端に接続された三方弁 (A1)、その他端に接続された三
方弁 (A2)、第２吸着熱交換器 (14)の一端に接続された三方弁 (B1)、及びその他端に接続さ
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れた三方弁 (B2)を備えている。また、上記冷温水回路 (40)は、第１空気熱交換器 (11)と第
２空気熱交換器 (12)の一方に温水を流すとともに他方に冷水を流すように冷温水の流れ方
向を切り換える第２切換機構 (46)として、第１空気熱交換器 (11)の一端に接続された三方
弁 (C1)、その他端に接続された三方弁 (C2)、第２空気熱交換器 (12)の一端に接続された三
方弁 (D1)、及びその他端に接続された三方弁 (D2)を備えている。
【０１９１】
　上記温水源 (41)には、三方弁 (A1)と三方弁 (B1)がそれぞれの温水流入ポート (Pi1)にお
いて並列に接続され、上記冷水源 (42)には、三方弁 (A1)と三方弁 (B1)がそれぞれの冷水流
入ポート (Pi2)において並列に接続されている。また、上記温水源 (41)には、三方弁 (C1)
と三方弁 (D1)がそれぞれの温水流入ポート (Pi1)において並列に接続され、上記冷水源 (42
)には、三方弁 (C1)と三方弁 (D1)がそれぞれの冷水流入ポート (Pi2)において並列に接続さ
れている。
【０１９２】
　上記温水源 (41)には、三方弁 (A2)と三方弁 (B2)がそれぞれの温水流出ポート (Po1)にお
いて並列に接続され、上記冷水源 (42)には、三方弁 (A2)と三方弁 (B2)がそれぞれの冷水流
出ポート (Po2)において並列に接続されている。また、上記温水源 (41)には、三方弁 (C2)
と三方弁 (D2)がそれぞれの温水流出ポート (Po1)において並列に接続され、上記冷水源 (42
)には、三方弁 (C2)と三方弁 (D2)がそれぞれの冷水流出ポート (Po2)において並列に接続さ
れている。
【０１９３】
　　－運転動作－
　　（冷房除湿運転）
　冷房除湿運転時、図２３（Ａ）の第１運転と図２３（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２３（Ａ）の実線で示したポートが開かれ、
破線で示したポートが閉じられることで、第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)
が加熱器となり、第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)が冷却器となる。また、
第２運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２３（Ｂ）の実線で示したポートが開かれ、
破線で示したポートが閉じられることで、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)
が加熱器となり、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)が冷却器となる。
【０１９４】
　以上の点は、 と同じである。また、この冷房除湿運転の第１運転時と第２運
転時の空気の流れも と同じである。このため、具体的な動作についてはここで
は説明を省略する。
【０１９５】
　　（暖房加湿運転）
　暖房加湿運転時、図２４（Ａ）の第１運転と図２４（Ｂ）の第２運転とを交互に行う。
第１運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２４（Ａ）の実線で示したポートが開かれ、
破線で示したポートが閉じられることで、第２空気熱交換器 (12)と第２吸着熱交換器 (14)
が加熱器となり、第１空気熱交換器 (11)と第１吸着熱交換器 (13)が冷却器となる。また、
第２運転時は、各三方弁 (A1～ D2)において図２４（Ｂ）の実線で示したポートが開かれ、
破線で示したポートが閉じられることで、第２空気熱交換器 (12)と第１吸着熱交換器 (13)
が加熱器となり、第１空気熱交換器 (11)と第２吸着熱交換器 (14)が冷却器となる。
【０１９６】
　以上の点は、 と同じである。また、この暖房加湿運転の第１運転時と第２運
転時の空気の流れも と同じである。このため、具体的な動作については、冷房
除湿運転と同様にここでは説明を省略する。
【０１９７】
　この では、 の効果に加えて、吸着熱交換器 (13,14)と空気熱交換
器 (11,12)に同じ温度の冷水及び温水を供給することができるので、顕熱処理量及び潜熱
処理量を増大させることが可能となる。
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【０１９８】
　《発明の 》
　 に係る空気調和装置 (10)は、 において冷温水回路 (40)が冷温水の
循環する閉サイクルの回路であるのに対して、図２５及び図２６に示すように、冷温水回
路 (40)が冷温水の排水される開放サイクルの回路に構成された例である。
【０１９９】
　この において、第１空気熱交換器 (11)は、一端に三方弁 (C1)が接続される一
方、他端が開放され、第２空気熱交換器 (12)は、一端に三方弁 (D1)が接続される一方、他
端が開放されている。したがって、この冷温水回路 (40)は、第１空気熱交換器 (11)及び第
２空気熱交換器 (12)を出た冷温水が温水源 (41)及び冷水源 (42)に戻らずに、排水される回
路になっている。
【０２００】
　その他の構成は、 と同様である。また、冷温水が循環せずに排水される点を
除いては、動作についても と同様である。
【０２０１】
　また、この のように冷温水回路 (40)を開放サイクルに構成することは、図２
３，図２４の の回路に対しても適用可能である。
【０２０２】
　《その他の実施形態》
　本発明は、上記実施形態について、以下のような構成としてもよい。
【０２０３】
　 １～７の冷媒回路 (20)を用いた構成において 気調和装置 (10)の具体的な装
置構成（ １～６のセパレート型の場合の室外ユニット (110)及び室内ユニット (12
0)の構成や、 ７の一体型の場合のケーシング (150)の構成）などは、適宜変更し
てもよい。
【０２０４】
　さらに、冷温水回路 (40)を用いた において、潜熱処理を優先す
ることを想定して、温水側、冷水側ともに、上流側に吸着熱交換器 (13,14)を配置し、下
流側に空気熱交換器 (11,12)を配置するようにしているが、顕熱処理を優先することを想
定して、上流側に空気熱交換器 (11,12)を配置し、下流側に吸着熱交換器 (13,14)を配置し
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２０５】
　以上説明したように、本発明は、室内の潜熱負荷と顕熱負荷を別々に処理する空気調和
装置について有用である。
【０２０６】
　（必要な場合に記載）
【図面の簡単な説明】
【０２０７】
【図１】 １に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第２
動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図２】 １に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第２
動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図３】 ２に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第２
動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図４】 ２に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第２
動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図５】 ３に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第２
動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図６】 ３に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第２
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動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図７】 ３に係る空気調和装置の設置図である。
【図８】 ３に係る空気調和装置の室内ユニットの構成図である。
【図９】 ３に係る空気調和装置の設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図で
ある。
【図１０】 ４に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図１１】 ４に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図１２】 ５に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図１３】 ５に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図１４】 ５に係る空気調和装置の設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図
である。
【図１５】 ６に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図１６】 ６に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図１７】 ６に係る空気調和装置の設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図
である。
【図１８】 ６に係る空気調和装置の設置状態と運転時の空気の流れの変形例を示
す概念図である。
【図１９】 ７に係る空気調和装置の設置状態と運転時の空気の流れを示す概念図
である。
【図２０】 ７に係る空気調和装置の構成図である。
【図２１】 に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図２２】 に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図２３】 に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図２４】 に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図２５】 に係る空気調和装置の冷房除湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【図２６】 に係る空気調和装置の暖房加湿運転時における第１動作（Ａ）と第
２動作（Ｂ）とを示す回路構成図である。
【符号の説明】
【０２０８】
(10)　空気調和装置
(11)　第１空気熱交換器
(12)　第２空気熱交換器
(13)　第１吸着熱交換器
(14)　第２吸着熱交換器
(15)　コントローラ（制御手段）
(16)　タイマ（切換間隔設定手段）
(20)　冷媒回路（熱媒体回路）
(40)　冷温水回路（熱媒体回路）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

(35) JP 3668785 B2 2005.7.6



【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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