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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　それぞれが送風ファン（25,26）を備えた特定換気装置（10a,10b,10c,…）および判
定用換気装置（10n）を含む複数の換気装置（10a～10n）と、
　　上記各換気装置（10a～10n）が接続されるダクト（1,2,3）と、
　　上記各換気装置（10a～10n）の送風ファン（25,26）の回転数を制御するファン制御
部（5a）と、
　　上記各換気装置（10a～10n）の送風ファン（25,26）の消費電力の変化を検出する電
力検出部（5b）と、
　　上記ファン制御部（5a）が、１つの特定ダクト（1,2,3）に接続された特定換気装置
（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25,26）を駆動させると共に、判定用換気装置（10n）
の送風ファン（25,26）の回転数を変化させた際、上記電力検出部（5b）が特定換気装置
（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25,26）の消費電力の変化を検出すると、上記判定用
換気装置（10n）と特定換気装置（10a,10b,10c,…）とが同じダクト（1,2,3）に接続され
ていることを判定する一方、上記電力検出部（5b）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）の
送風ファン（25,26）の消費電力の変化を検出しないと、上記判定用換気装置（10n）と特
定換気装置（10a,10b,10c,…）とが異なるダクトに接続されていることを判定する接続判
定部（5c）とを備えている
ことを特徴とする換気システム。
【請求項２】
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　　請求項１において、
　　上記接続判定部（5c）は、上記判定用換気装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転
数を上昇させた際、上記特定換気装置（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25,26）の消費
電力が低下すると、上記判定用換気装置（10n）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同
じダクト（1,2,3）に接続されていると判定するよう構成されている
ことを特徴とする換気システム。
【請求項３】
　　請求項１において、
　　上記接続判定部（5c）は、上記判定用換気装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転
数を低下させた際、上記特定換気装置（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25,26）の消費
電力が上昇すると、上記判定用換気装置（10n）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同
じダクト（1,2,3）に接続されていると判定するよう構成されている
ことを特徴とする換気システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、複数の換気装置がダクトに接続された換気システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、特許文献１に示すように、複数の接続機器が共通の集合ダクトに接続され
た換気システムが知られている。この換気システムでは、外気を取り込むダクトを複数の
接続機器が接続される集合ダクトとすることでダクトの施工を簡略化させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平０６－６４６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　ところで、集合ダクトを備えた換気システムとしては、集合ダクトに接続機器として
、例えば空気調和装置や調湿換気装置、送風機等の換気装置が用いられたものが知られて
いる。このような換気システムでは、集合ダクトに接続された換気装置の台数に応じて該
集合ダクトの仕様を設定する必要があるため、換気システムの導入時には、集合ダクトに
接続された全ての換気装置を稼動させて必要な換気風量が確保されるか否かを確認してい
る。
【０００５】
　　しかしながら、この換気システムでは、風量調整時において該換気システムに含まれ
る多数の換気装置と特定の集合ダクトとの接続関係を自動的に判定することができず、想
定した集合ダクトの接続台数と、実際の集合ダクトの接続台数とが異なる場合がある。
【０００６】
　　このような場合、例えば、想定した集合ダクトの接続台数よりも実際の集合ダクトの
接続台数が多くなると、通常運転時における換気風量が想定した換気風量よりも大きくな
ってしまうため、空圧の損失が大きくなり、各々の換気装置が風量不足になるという問題
があった。
【０００７】
　　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、複数の換気装置を含んだ換気シス
テムにおいて、特定の集合ダクトに所属する換気装置を自動的に判定することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　　本発明は、特定のダクトに所属する換気装置を自動的に判定するようにしたものであ
る。
【０００９】
　　第１の発明は、それぞれが送風ファン（25,26）を備えた特定換気装置（10a,10b,10c
,…）および判定用換気装置（10n）を含む複数の換気装置（10a～10n）と、上記各換気装
置（10a～10n）が接続されるダクト（1,2,3）と、上記各換気装置（10a～10n）の送風フ
ァン（25,26）の回転数を制御するファン制御部（5a）と、上記各換気装置（10a～10n）
の送風ファン（25,26）の消費電力の変化を検出する電力検出部（5b）と、上記ファン制
御部（5a）が、１つの特定ダクト（1,2,3）に接続された特定換気装置（10a,10b,10c,…
）の送風ファン（25,26）を駆動させると共に、判定用換気装置（10n）の送風ファン（25
,26）の回転数を変化させた際、上記電力検出部（5b）が特定換気装置（10a,10b,10c,…
）の送風ファン（25,26）の消費電力の変化を検出すると、上記判定用換気装置（10n）と
特定換気装置（10a,10b,10c,…）とが同じダクト（1,2,3）に接続されていることを判定
する一方、上記電力検出部（5b）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25,2
6）の消費電力の変化を検出しないと、上記判定用換気装置（10n）と特定換気装置（10a,
10b,10c,…）とが異なるダクトに接続されていることを判定する接続判定部（5c）とを備
えているものである。
【００１０】
　　上記第１の発明では、送風ファン（25,26）を有する複数の換気装置（10a～10n）が
ダクト（1,2,3）に接続されている。ファン制御部（5a）は、各換気装置（10a～10n）の
送風ファン（25,26）の回転数を制御するものであり、電力検出部（5b）は、各換気装置
（10a～10n）の送風ファン（25,26）の消費電力の変化を検出するものである。
【００１１】
　　ファン制御部（5a）は、１つの特定ダクト（1,2,3）に接続された特定換気装置（10a
,10b,10c,…）の送風ファン（25,26）を駆動させつつ、判定用換気装置（10n）の送風フ
ァン（25,26）の回転数を変化させる。このとき、電力検出部（5b）は、駆動する特定換
気装置（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25,26）の消費電力の変化を検出する。
【００１２】
　　接続判定部（5c）は、特定換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力の変化を検出する
と、判定用換気装置（10n）と特定換気装置（10a,10b,10c,…）とが同じダクト（1,2,3）
に接続されると判定する一方、特定換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力の変化が検出
されないと、判定用換気装置（10n）と特定換気装置（10a,10b,10c,…）とが異なるダク
トに接続されると判定する。
【００１３】
　　第２の発明は、上記第１の発明において、上記接続判定部（5c）が、上記判定用換気
装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転数を上昇させた際、上記特定換気装置（10a,10
b,10c,…）の送風ファン（25,26）の消費電力が低下すると、上記判定用換気装置（10n）
が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同じダクト（1,2,3）に接続されていると判定する
よう構成されているものである。
【００１４】
　　上記第２の発明では、ファン制御部（5a）が判定用換気装置（10n）の送風ファン（2
5,26）の回転数を上昇させた際、電力検出部（5b）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）の
送風ファン（25,26）の消費電力の低下を検出すると、接続判定部（5c）は、判定用換気
装置（10n）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同じダクト（1,2,3）に接続されている
と判定する。
【００１５】
　　一方、ファン制御部（5a）が判定用換気装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転数
を上昇させた際、電力検出部（5b）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25
,26）の消費電力の低下を検出しなければ、接続判定部（5c）は、判定用換気装置（10n）
が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と異なるダクトに接続されていると判定する。
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【００１６】
　　第３の発明は、上記第１の発明において、上記接続判定部（5c）は、上記判定用換気
装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転数を低下させた際、上記特定換気装置（10a,10
b,10c,…）の送風ファン（25,26）の消費電力が上昇すると、上記判定用換気装置（10n）
が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同じダクト（1,2,3）に接続されていると判定する
よう構成されているものである。
【００１７】
　　上記第３の発明では、ファン制御部（5a）が判定用換気装置（10n）の送風ファン（2
5,26）の回転数を低下させた際、電力検出部（5b）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）の
送風ファン（25,26）の消費電力の上昇を検出すると、接続判定部（5c）は、判定用換気
装置（10n）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同じダクト（1,2,3）に接続されている
と判定する。
【００１８】
　　一方、ファン制御部（5a）が判定用換気装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転数
を低下させた際、電力検出部（5b）が特定換気装置（10a,10b,10c,…）の送風ファン（25
,26）の消費電力の上昇を検出しなければ、接続判定部（5c）は、判定用換気装置（10n）
が特定換気装置（10a,10b,10c,…）と異なるダクトに接続されていると判定する。
【発明の効果】
【００１９】
　　上記第１の発明によれば、判定用換気装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転数を
変化させて特定換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力が変化することで判定用換気装置
（10n）の特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同じダクト（1,2,3）への接続を自動判定し
たため、判定用換気装置（10n）が接続されるダクト（1,2,3）を自動で判定することがで
きる。この結果、換気システムにおける風量調整を正確に行うことができる。
【００２０】
　　上記第２の発明によれば、判定用換気装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転数を
上昇させて特定換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力が低下することで判定用換気装置
（10n）の特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同じダクト（1,2,3）への接続を自動判定し
たため、判定用換気装置（10n）が接続されるダクト（1,2,3）を自動で判定することがで
きる。この結果、換気システムにおける風量調整を正確に行うことができる。
【００２１】
　　上記第３の発明によれば、判定用換気装置（10n）の送風ファン（25,26）の回転数を
低下させて特定換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力が上昇することで判定用換気装置
（10n）の特定換気装置（10a,10b,10c,…）と同じダクト（1,2,3）への接続を自動判定し
たため、判定用換気装置（10n）が接続されるダクト（1,2,3）を自動で判定することがで
きる。この結果、換気システムにおける風量調整を正確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、換気システムを示す構成図である。
【図２】図２は、判定手順を示すフローチャート図である。
【図３】図３は、判定方法を示す図である。
【図４】図４は、換気装置のダクトへの接続関係を示す図である。
【図５】図５は、前面側から見た調湿換気装置をケーシングの天板を省略して示す斜視図
である。
【図６】図６は、前面側から見た調湿換気装置をケーシングの一部および電装品箱を省略
して示す斜視図である。
【図７】図７は、調湿換気装置をケーシングの天板を省略して示す平面図である。
【図８】図８は、調湿換気装置の一部を省略して示す概略の平面図、右側面図および左側
面図である。
【図９】図９は、冷媒回路の構成を示す配管系統図であって、図５(Ａ)は第１通常動作を
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示すものであり、図５(Ｂ)は第２通常動作を示すものである。
【図１０】図１０は、除湿換気運転の第１通常動作における空気の流れを示す調湿換気装
置の概略の平面図、右側面図および左側面図である。
【図１１】図１１は、除湿換気運転の第２通常動作における空気の流れを示す調湿換気装
置の概略の平面図、右側面図および左側面図である。
【図１２】図１２は、加湿換気運転の第１通常動作における空気の流れを示す調湿換気装
置の概略の平面図、右側面図および左側面図である。
【図１３】図１３は、加湿換気運転の第２通常動作における空気の流れを示す調湿換気装
置の概略の平面図、右側面図および左側面図である。
【図１４】図１４は、単純換気運転における空気の流れを示す調湿換気装置の概略の平面
図、右側面図および左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　　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。
【００２４】
　　〈換気システムの構成〉
　　図１は、本発明の実施形態に係る換気システム（S）を示している。この換気システ
ム（S）は、複数の換気装置（4,10a,…）と換気コントローラ（5）を備えて構成されてい
る。換気装置（4,10a,…）には、第１調湿換気装置（10a）～第Ｎ調湿換気装置（10n）と
ブースタファン（4）が含まれている。
【００２５】
　　また、換気システム（S）では、複数の調湿換気装置（10a～10n）が接続される複数
の共通のダクト（1～3）に接続され、室外（9）と室内（8）を繋いでいる。具体的に、換
気システム（S）は、第１集合ダクト（1）と第２集合ダクト（2）と第３集合ダクト（3）
とを備え、各集合ダクト（1,2,3）がそれぞれ少なくとも一台以上の調湿換気装置（10a～
10n）に接続されている。各集合ダクト（1,2,3）は本発明に係るダクトを構成している。
【００２６】
　　上記第１集合ダクト（1）には、第１調湿換気装置（10a）、第４調湿換気装置（10d
）、第５調湿換気装置（10e）およびブースタファン（4）が接続されている。上記第２集
合ダクト（2）には、第２調湿換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f）が接続されて
いる。上記第３集合ダクト（3）には、第３調湿換気装置（10c）が接続されている。
【００２７】
　　各集合ダクト（1,2,3）は、給気側のダクトと排気側のダクトの２系統のダクトで構
成されている。具体的に第１集合ダクト（1）は、第１集合給気ダクト（1a）と第１集合
排気ダクト（1b）とで構成されている。第２集合ダクト（2）は、第２集合給気ダクト（2
a）と第２集合排気ダクト（2b）とで構成されている。第３集合ダクト（3）は、第３集合
給気ダクト（3a）と第３集合排気ダクト（3b）とで構成されている。
【００２８】
　　次に、換気システム（S）を構成する調湿換気装置である第１調湿換気装置（10a）～
第Ｎ調湿換気装置（10n）、ブースタファン（4）および換気コントローラ（5）について
説明した後、調湿換気装置（10）について具体的に説明する。
【００２９】
　　上記第１調湿換気装置（10a）～第Ｎ調湿換気装置（10n）は、同じ構造であり、いわ
ゆる調湿換気装置である。したがって、第１調湿換気装置（10a）～第Ｎ調湿換気装置（1
0n）は、それぞれが調湿換気装置（10）に構成されている。この調湿換気装置（10）は本
発明に係る換気装置を構成している。
【００３０】
　　上記調湿換気装置（10）は、室内の湿度調節と共に室内（8）の換気を行うものであ
り、取り込んだ室外空気（OA）を湿度調節して室内（8）へ供給すると同時に、取り込ん
だ室内空気（RA）を室外（9）に排出する。この調湿換気装置（10）は、ケーシング（11
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）を備えている。ケーシング（11）には、室外空気（OA）を取り込むための外気吸込口（
24）、調湿した空気（SA）を室内（8）へ供給する給気口（22）、室内空気（RA）を取り
込む内気吸込口（23）、及び室内空気を排出空気（EA）として室外へ排出する排気口（21
）が形成されている。外気吸込口（24）と給気口（22）との間には、給気通路が形成され
、内気吸込口（23）と排気口（21）との間には、排気通路が形成されている。ケーシング
（11）には、給気通路を通過する供給空気と排気通路を通過する排出空気とを熱交換させ
る熱交換器（51,52）が設けられている。ケーシング（11）は、給気通路と排気通路が熱
交換器（51,52）で交差するように形成されている。
【００３１】
　　給気通路には、給気ファン（26）が設けられている。上記給気ファン（26）は、ＤＣ
ファン（ＤＣモータを駆動源とするファン）により構成されている。この給気ファン（26
）は、本発明に係る送風ファンを構成している。給気通路の給気上流側（室外側）の外気
吸込口（24）は、室外側給気ダクト（61）に連通している。室外側給気ダクト（61）は、
その給気上流側端において集合給気ダクト（1a,2a,3a）に連通している。集合給気ダクト
（1a,2a,3a）は、その給気上流側の換気口において室外（9）に連通している。また、給
気通路の給気下流側（室内側）の給気口（22）は、室内側給気ダクト（64）に連通してい
る。室内側給気ダクト（64）は、給気グリル（7）を介して室内に繋がっている。つまり
、室外の空気は、換気口から集合給気ダクト（1a,2a,3a）に取り込まれ、室外側給気ダク
ト（61）を介して各調湿換気装置（10a～10n）の給気通路に取り込まれた後、室内側給気
ダクト（64）を通って給気グリル（7）から室内（8）へと取り込まれる。
【００３２】
　　排気通路には、排気ファン（25）が設けられている。排気ファン（25）は、ＤＣファ
ンにより構成されている。排気ファン（25）は、本発明に係る送風ファンを構成している
。排気通路の排気下流側（室外側）の排気口（21）は、室外側排気ダクト（65）に連通し
ている。室外側排気ダクト（65）は、その排気下流側端において集合排気ダクト（1b,2b,
3b）に連通している。集合排気ダクト（1b,2b,3b）は、その排気下流側（室外側）の換気
口において室外（9）に連通している。また、排気通路の排気上流側（室内側）の内気吸
込口（23）は、室内側排気ダクト（68）に連通している。室内側排気ダクト（68）は、排
気グリル（6）を介して室内（8）と繋がっている。つまり、室内の空気は、排気グリル（
6）から室内側排気ダクト（68）を通過して各調湿換気装置（10a～10n）の排気通路に取
り込まれた後、室外側排気ダクト（65）を通って集合排気ダクト（1b,2b,3b）に取り込ま
れ、換気口から室外（9）へと排出される。
【００３３】
　　上記ブースタファン（4）は、給気ファン（26）による給気を補助するための補助フ
ァンであって、本発明に係る換気装置を構成している。ブースタファン（4）は、ＤＣフ
ァンにより構成され、第１集合給気ダクト（1a）における空気の上流側に配設されている
。また、ブースタファン（4）は、換気コントローラ（5）により作動制御される。
【００３４】
　　上記換気コントローラ（5）は、換気システム（S）が有する全調湿換気装置（10a～1
0n）およびブースタファン（4）を各集合ダクト（1,2,3）ごとに自動的にグループ分けす
るものである。この換気コントローラ（5）は、ファン制御部（5a）と電力検出部（5b）
と接続判定部（5c）とを備えている。
【００３５】
　　上記ファン制御部（5a）は、各調湿換気装置（10a～10n）のファン（25,26）および
ブースタファン（4）を制御するためのものである。具体的に、ファン制御部（5a）は、
各ファン（4,25,26）のファンモータをそれぞれ個別に作動制御し、且つ各ファン（4,25,
26）の回転数を所定の回転数で一定に保って駆動させる。つまり、ファン制御部（5a）は
、任意のファンを一定の回転数で駆動させることができる。尚、所定の回転数とは通常運
転時の回転数に限られない。
【００３６】
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　　上記電力検出部（5b）は、各調湿換気装置（10a～10n）のファン（25,26）およびブ
ースタファン（4）の駆動時の消費電力を検出するものである。具体的に、電力検出部（5
b）は、各調湿換気装置（10a～10n）の給気ファン（26）および排気ファン（25）のファ
ンモータに接続され、その消費電力を検出している。また、電力検出部（5b）は、ブース
タファン（4）のファンモータに接続され、その消費電力を検出している。
【００３７】
　　上記接続判定部（5c）は、各調湿換気装置（10a～10n）およびブースタファン（4）
の属する集合ダクト（1,2,3）を判定するものである。接続判定部（5c）には、上記電力
検出部（5b）で検出した各調湿換気装置（10a～10n）又はブースタファン（4）の消費電
力の変化が入力される。接続判定部（5c）では、複数の調湿換気装置（10a～10n）および
ブースタファン（4）を順番に一台ずつ起動させ、このときの他の調湿換気装置（10a,…
）の消費電力の変化によって対象とする調湿換気装置（例えば、第Ｎ調湿換気装置（10n
））およびブースタファン（4）の属する集合ダクト（2）を判定するようにしている。
【００３８】
　　　　－判定手順－
　　次に、換気システム（S）における各調湿換気装置（10a～10n）を各集合ダクト（1,2
,3）毎に分けるグループ分けの手順について図２に基づいて説明する。尚、本実施形態で
は、各調湿換気装置（10a～10n）のダクト接続について、集合給気ダクト（1a,2a,3a）と
のダクト接続のみ説明する。集合排気ダクト（1b,2b,3b）については、集合給気ダクト（
1a,2a,3a）と同様であるので説明を省略する。換気システム（S）は、換気コントローラ
（5）にＮ台の接続機器である調湿換気装置（10a～10n）と１台のブースタファン（4）が
接続されて構成されている。尚、本判定手順において、換気システム（S）に接続される
接続機器の総数をＸ台（Ｘ＝Ｎ＋１,Ｘ≧２）として説明する。
【００３９】
　　まず、換気コントローラ（5）では、換気コントローラ（5）に接続される複数の調湿
換気装置（10a～10n）およびブースタファン（4）を自動的に検出する（ＳＴ１）。この
ため、接続機器の総数ＸはＮ＋１台となる。
【００４０】
　　次に、ファン制御部（5a）が一台目（Ｎ＝１）となる第１調湿換気装置（10a）を選
び（ＳＴ２）、該第１調湿換気装置（10a）の給気ファン（26）を所定の回転数で駆動す
る（ＳＴ３）。
【００４１】
　　そして、第１調湿換気装置（10a）は、一台目（Ｎ＝１）であると判定され（ＳＴ４
）、ＳＴ３に移行する。
【００４２】
　　尚、図３に示すように、接続判定部（5c）は、一台目である第１調湿換気装置（10a
）が接続されている集合ダクトを第１集合ダクト（1）と判定する。
【００４３】
　　次に、電力検出部（5b）は、第１調湿換気装置（10a）の給気ファン（26）の消費電
力を検出しつつ、ファン制御部（5a）は第１調湿換気装置（10a）の給気ファン（26）の
回転数を一定に保ったまま、一定の時間間隔を置いて、二台目（Ｎ＝２）となる第２調湿
換気装置（10b）の給気ファン（26）を駆動する（ＳＴ３）。尚、このとき、第１調湿換
気装置（10a）は本発明に係る特定換気装置を構成し、第２調湿換気装置（10b）は本発明
に係る判定用換気装置を構成し、第１集合給気ダクト（1a）は本発明に係る１つの特定ダ
クトを構成している。
【００４４】
　　そして、第２調湿換気装置（10b）は、二台目（Ｎ＝２）であるため、Ｎ＞１である
と判定され（ＳＴ４）、ＳＴ５に移行する。
【００４５】
　　このとき、図３に示すように、電力検出部（5b）において消費電力に変化がないため
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、接続判定部（5c）は、第２調湿換気装置（10b）が接続されている集合ダクトを第２集
合ダクト（2）と判定する（ＳＴ５）。
【００４６】
　　そして、第２調湿換気装置（10b）は、二台目（Ｎ＝２）であるため、Ｘ＞２と判定
され（ＳＴ６）、ＳＴ３に移行する。
【００４７】
　　次に、電力検出部（5b）は、第１調湿換気装置（10a）および第２調湿換気装置（10b
）の給気ファン（26,26）の消費電力の検出を継続し、ファン制御部（5a）は、第１調湿
換気装置（10a）および第２調湿換気装置（10b）の給気ファン（26,26）の回転数を所定
回転数一定に保ったまま、一定の時間間隔を置いて、三台目（Ｎ＝３）となる第３調湿換
気装置（10c）の給気ファン（26）を駆動する（ＳＴ３）。尚、このとき、第１調湿換気
装置（10a）および第２調湿換気装置（10b）は本発明に係る特定換気装置を構成し、第３
調湿換気装置（10c）は本発明に係る判定用換気装置を構成している。
【００４８】
　　そして、第３調湿換気装置（10c）は、三台目（Ｎ＝３）であるため、Ｎ＞１である
と判定され（ＳＴ４）、ＳＴ５に移行する。
【００４９】
　　このとき、図３に示すように、電力検出部（5b）において消費電力に変化がないため
、接続判定部（5c）は、第３調湿換気装置（10c）が接続されている集合ダクトを第３集
合ダクト（3）と判定する（ＳＴ５）。
【００５０】
　　そして、第３調湿換気装置（10c）は、三台目（Ｎ＝３）であるため、Ｘ＞３と判定
され（ＳＴ６）、ＳＴ３に移行する。
【００５１】
　　次に、電力検出部（5b）は、第１調湿換気装置（10a）～第３調湿換気装置（10c）の
給気ファン（26,26,26）の消費電力の検出を継続し、ファン制御部（5a）は、第１調湿換
気装置（10a）～第３調湿換気装置（10c）の給気ファン（26,26,26）の回転数を所定回転
数一定に保ったまま、一定の時間間隔を置いて、四台目となる第４調湿換気装置（10d）
の給気ファン（26）を駆動する（ＳＴ３）。尚、このとき、第１～第３調湿換気装置（10
a～10c）は本発明に係る特定換気装置を構成し、第４調湿換気装置（10d）は本発明に係
る判定用換気装置を構成し、第１集合給気ダクト（1a）は本発明に係る１つの特定ダクト
を構成している。
【００５２】
　　そして、第４調湿換気装置（10d）は、四台目（Ｎ＝３）であるため、Ｎ＞１である
と判定され（ＳＴ４）、ＳＴ５に移行する。
【００５３】
　　このとき、電力検出部（5b）では、第４調湿換気装置（10d）の給気ファン（26）の
駆動によって第１調湿換気装置（10a）の給気ファン（26）の消費電力が低下する。接続
判定部（5c）では、第４調湿換気装置（10d）の給気ファン（26）の駆動によって第１調
湿換気装置（10a）の給気ファン（26）の消費電力が低下したことで、この第４調湿換気
装置（10d）が接続されている集合ダクトを第１調湿換気装置（10a）と同じ第１集合給気
ダクト（1a）であると判定する（ＳＴ５）。
【００５４】
　　そして、第４調湿換気装置（10d）は、四台目（Ｎ＝４）であるため、Ｘ＞４と判定
され（ＳＴ６）、ＳＴ３に移行する。
【００５５】
　　次に、電力検出部（5b）は、第１調湿換気装置（10a）～第４調湿換気装置（10d）の
給気ファン（26,26,26,26）の消費電力の検出を継続し、ファン制御部（5a）は、第１調
湿換気装置（10a）～第４調湿換気装置（10d）の給気ファン（26,26,26,26）の回転数を
所定回転数一定に保ったまま、一定の時間間隔を置いて、五台目となる第５調湿換気装置
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（10e）の給気ファン（26）を駆動する（ＳＴ３）。尚、このとき、第１～第４調湿換気
装置（10a～10d）は本発明に係る特定換気装置を構成し、第５調湿換気装置（10e）は本
発明に係る判定用換気装置を構成し、第１集合給気ダクト（1a）は本発明に係る１つの特
定ダクトを構成している。
【００５６】
　　そして、第５調湿換気装置（10e）は、五台目（Ｎ＝５）であるため、Ｎ＞１である
と判定され（ＳＴ４）、ＳＴ５に移行する。
【００５７】
　　このとき、電力検出部（5b）では、第５調湿換気装置（10e）の給気ファン（26）の
駆動によって第１調湿換気装置（10a）および第４調湿換気装置（10d）の給気ファン（26
,26）の消費電力が低下する。そして、接続判定部（5c）では、第５調湿換気装置（10e）
の給気ファン（26）の駆動によって第１調湿換気装置（10a）および第４調湿換気装置（1
0d）の給気ファン（26,26）の消費電力が低下したことで、第５調湿換気装置（10e）が接
続されている集合ダクトを第１調湿換気装置（10a）および第４調湿換気装置（10d）と同
じ第１集合給気ダクト（1a）と判定する（ＳＴ５）。
【００５８】
　　そして、第５調湿換気装置（10e）は、五台目（Ｎ＝５）であるため、Ｘ＞５と判定
され（ＳＴ６）、ＳＴ３に移行する。
【００５９】
　　次に、電力検出部（5b）は、第１調湿換気装置（10a）～第５調湿換気装置（10e）の
給気ファン（26,26,26,26,26）の消費電力の検出を継続し、ファン制御部（5a）は、第１
調湿換気装置（10a）～第５調湿換気装置（10e）の給気ファン（26,26,26,26,26）の回転
数を所定回転数一定に保ったまま、一定の時間間隔を置いて、六台目となる第６調湿換気
装置（10f）の給気ファン（26）を駆動する（ＳＴ３）。尚、このとき、第１～第５調湿
換気装置（10a～10e）は本発明に係る特定換気装置を構成し、第６調湿換気装置（10f）
は本発明に係る判定用換気装置を構成し、第２集合給気ダクト（2a）は本発明に係る１つ
の特定ダクトを構成している。
【００６０】
　　そして、第６調湿換気装置（10f）は、６台目（Ｎ＝６）であるため、Ｎ＞１である
と判定され（ＳＴ４）、ＳＴ５に移行する。
【００６１】
　　このとき、電力検出部（5b）では、第６調湿換気装置（10f）の給気ファン（26）の
駆動によって第２調湿換気装置（10b）の給気ファン（26）の消費電力が低下する。そし
て、接続判定部（5c）では、第６調湿換気装置（10f）の給気ファン（26）の駆動によっ
て第２調湿換気装置（10b）の給気ファン（26）の消費電力が低下したことで、この第６
調湿換気装置（10f）が接続されている集合ダクトを第２調湿換気装置（10b）と同じ第２
集合給気ダクト（2a）であると判定する（ＳＴ５）。
【００６２】
　　このように、順番に判定手順を繰り返すことによって調湿換気装置（10a～10n）を集
合ダクト（1,2,3）毎にグループ分けすることができる（図４参照）。
【００６３】
　　次に、Ｎ番目の換気装置である第Ｎ調湿換気装置（10n）について説明する。
【００６４】
　　第Ｎ調湿換気装置（10n）においては、電力検出部（5b）は、第１調湿換気装置（10a
）～第（Ｎ－１）調湿換気装置（10n-1）の給気ファン（26～26）の消費電力の検出を継
続し、ファン制御部（5a）は、第１調湿換気装置（10a）～第（Ｎ－１）調湿換気装置（1
0n-1）の給気ファン（26～26）の回転数を所定回転数で一定に保ったまま、一定の時間間
隔を置いて、Ｎ台目となる第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（26）を駆動する（Ｓ
Ｔ３）。尚、このとき、第１～第（Ｎ－１）調湿換気装置（10a～10n-1）は本発明に係る
特定換気装置を構成し、第Ｎ調湿換気装置（10n）は本発明に係る判定用換気装置を構成
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し、第２集合給気ダクト（2a）は本発明に係る１つの特定ダクトを構成している。
【００６５】
　　そして、第Ｎ調湿換気装置（10n）は、Ｎ台目（Ｎ＝Ｎ）であるため、Ｎ＞１である
と判定され（ＳＴ４）、ＳＴ５に移行する。
【００６６】
　　このとき、電力検出部（5b）では、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（26）の
駆動によって第２調湿換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f）、…の給気ファン（26
～26）の消費電力が低下する。そして、接続判定部（5c）では、第Ｎ調湿換気装置（10n
）の給気ファン（26）の駆動によって第２調湿換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f
）、…の給気ファン（26～26）の消費電力が低下したことで、第Ｎ調湿換気装置（10n）
が接続されている集合ダクトを第２調湿換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f）、…
と同じ第２集合給気ダクト（2a）と判定する（ＳＴ５）。
【００６７】
　　そして、第Ｎ調湿換気装置（10n）は、Ｎ台目（Ｎ＝Ｎ）であるため、Ｘ＞Ｎ（Ｘ＝
Ｎ＋１）と判定され（ＳＴ６）、ＳＴ３に移行する。
【００６８】
　　次に、電力検出部（5b）は、第１調湿換気装置（10a）～第Ｎ調湿換気装置（10n）の
給気ファン（26～26）の消費電力の検出を継続し、ファン制御部（5a）は、第１調湿換気
装置（10a）～第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（26～26）の回転数を所定回転数で
一定に保ったまま、一定の時間間隔を置いて、Ｎ＋１台目となるブースタファン（4）を
駆動する（ＳＴ３）。尚、このとき、第１～第Ｎ調湿換気装置（10a～10n）は本発明に係
る特定換気装置を構成し、ブースタファン（4）は本発明に係る判定用換気装置を構成し
、第１集合給気ダクト（1a）は本発明に係る１つの特定ダクトを構成している。
【００６９】
　　そして、ブースタファン（4）は、Ｎ＋１台目（Ｎ＝Ｎ＋１）であるため、Ｎ＞１で
あると判定され（ＳＴ４）、ＳＴ５に移行する。
【００７０】
　　このとき、電力検出部（5b）では、ブースタファン（4）の駆動によって第１調湿換
気装置（10a）、第４調湿換気装置（10d）、第５調湿換気装置（10e）、…の給気ファン
（26～26）の消費電力が低下する。そして、接続判定部（5c）では、ブースタファン（4
）の駆動によって第１調湿換気装置（10a）、第４調湿換気装置（10d）、第５調湿換気装
置（10e）、…の給気ファン（26～26）の消費電力が低下したことで、ブースタファン（4
）が接続されている集合ダクトを第１調湿換気装置（10a）、第４調湿換気装置（10d）、
第５調湿換気装置（10e）、…と同じ第１集合給気ダクト（1a）と判定する（ＳＴ５）。
【００７１】
　　そして、ブースタファン（4）は、Ｎ＋１台目（Ｎ＝Ｎ＋１）であるため、Ｘ＝Ｎ＋
１（Ｘ＝Ｎ＋１）と判定され（ＳＴ６）、接続機器の自動検出を終了する（ＳＴ７）。
【００７２】
　　　〈調湿換気装置の具体的な構成〉
　　調湿換気装置（10）について、図５～図８を適宜参照しながら説明する。なお、ここ
での説明で用いる「上」「下」「左」「右」「前」「後」「手前」「奥」は、特にことわ
らない限り、調湿換気装置（10）を前面側から見た場合の方向を意味している。
【００７３】
　　調湿換気装置（10）は、ケーシング（11）を備えている。また、ケーシング（11）内
には、冷媒回路（50）が収容されている。この冷媒回路（50）には、第１吸着熱交換器（
51）、第２吸着熱交換器（52）、圧縮機（53）、四方切換弁（54）および電動膨張弁（55
）が接続されている。冷媒回路（50）の詳細は後述する。
【００７４】
　　ケーシング（11）は、やや扁平で高さが比較的低い直方体状に形成されている。図６
に示すケーシング（11）では、左手前の側面（即ち、前面）が前面パネル部（12）となり
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、右奥の側面（即ち、背面）が背面パネル部（13）となり、右手前の側面が第１側面パネ
ル部（14）となり、左奥の側面が第２側面パネル部（15）となっている。
【００７５】
　　ケーシング（11）には、外気吸込口（24）と、内気吸込口（23）と、給気口（22）と
、排気口（21）とが形成されている。外気吸込口（24）および内気吸込口（23）は、背面
パネル部（13）に開口している。外気吸込口（24）は、背面パネル部（13）の下側部分に
配置されている。内気吸込口（23）は、背面パネル部（13）の上側部分に配置されている
。給気口（22）は、第１側面パネル部（14）における前面パネル部（12）側の端部付近に
配置されている。排気口（21）は、第２側面パネル部（15）における前面パネル部（12）
側の端部付近に配置されている。
【００７６】
　　ケーシング（11）の内部空間には、上流側仕切板（71）と、下流側仕切板（72）と、
中央仕切板（73）と、第１仕切板（74）と、第２仕切板（75）とが設けられている。これ
らの仕切板（71～75）は、何れもケーシング（11）の底板に立設されており、ケーシング
（11）の内部空間をケーシング（11）の底板から天板に亘って区画している。
【００７７】
　　上流側仕切板（71）および下流側仕切板（72）は、前面パネル部（12）および背面パ
ネル部（13）と平行な姿勢で、ケーシング（11）の前後方向に所定の間隔をおいて配置さ
れている。上流側仕切板（71）は、背面パネル部（13）寄りに配置されている。下流側仕
切板（72）は、前面パネル部（12）寄りに配置されている。
【００７８】
　　第１仕切板（74）および第２仕切板（75）は、第１側面パネル部（14）および第２側
面パネル部（15）と平行な姿勢で設置されている。第１仕切板（74）は、上流側仕切板（
71）と下流側仕切板（72）の間の空間を右側から塞ぐように、第１側面パネル部（14）か
ら所定の間隔をおいて配置されている。第２仕切板（75）は、上流側仕切板（71）と下流
側仕切板（72）の間の空間を左側から塞ぐように、第２側面パネル部（15）から所定の間
隔をおいて配置されている。
【００７９】
　　中央仕切板（73）は、上流側仕切板（71）および下流側仕切板（72）と直交する姿勢
で、上流側仕切板（71）と下流側仕切板（72）の間に配置されている。中央仕切板（73）
は、上流側仕切板（71）から下流側仕切板（72）に亘って設けられ、上流側仕切板（71）
と下流側仕切板（72）の間の空間を左右に区画している。
【００８０】
　　ケーシング（11）内において、上流側仕切板（71）と背面パネル部（13）の間の空間
は、上下２つの空間に仕切られており、上側の空間が内気側通路（32）を構成し、下側の
空間が外気側通路（34）を構成している。内気側通路（32）は、内気吸込口（23）に連通
する室内側排気ダクト（68）を介して室内（8）と連通している。内気側通路（32）には
、内気側フィルタ（27）と内気湿度センサ（96）と内気温度センサ（98）とが設置されて
いる。内気温度センサ（98）および内気湿度センサ（96）は、吸着熱交換器（51,52）の
上流（１次側）の空気であって、室内から吸入される空気（RA）の温度および湿度を計測
するものである。外気側通路（34）は、外気吸込口（24）に連通する室外側給気ダクト（
61）を介して室外（9）と連通している。外気側通路（34）には、外気側フィルタ（28）
と外気湿度センサ（97）と外気温度センサ（99）とが設置されている。外気温度センサ（
99）および外気湿度センサ（97）は、吸着熱交換器（51,52）の上流（１次側）の空気で
あって、室外から吸入される空気（OA）の温度および湿度を計測するものである。なお、
内気温度センサ（98）および外気温度センサ（99）は、図８以外における図示は省略する
。この内気湿度センサ（96）は、室内空気の相対湿度を検出し、外気湿度センサ（97）は
、室外空気の相対湿度を検出する。
【００８１】
　　ケーシング（11）内における上流側仕切板（71）と下流側仕切板（72）の間の空間は
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、中央仕切板（73）によって左右に区画されており、中央仕切板（73）の右側の空間が第
１熱交換器室（37）を構成し、中央仕切板（73）の左側の空間が第２熱交換器室（38）を
構成している。第１熱交換器室（37）には、第１吸着熱交換器（51）が収容されている。
第２熱交換器室（38）には、第２吸着熱交換器（52）が収容されている。また、図示しな
いが、第１熱交換器室（37）には、冷媒回路（50）の電動膨張弁（55）が収容されている
。
【００８２】
　　各吸着熱交換器（51,52）は、吸着剤を空気と接触させるための吸着部材である。各
吸着熱交換器（51,52）は、いわゆるクロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換
器の表面に吸着剤を担持させたものであって、全体として長方形の厚板状あるいは扁平な
直方体状に形成されている。各吸着熱交換器（51,52）は、その前面および背面が上流側
仕切板（71）および下流側仕切板（72）と平行になる姿勢で、熱交換器室（37,38）内に
立設されている。なお、吸着熱交換器（51,52）に担持される吸着剤としては、ゼオライ
トやシリカゲル等、或いはそれらの混合物が用いられる。
【００８３】
　　ケーシング（11）の内部空間において、下流側仕切板（72）の前面に沿った空間は、
上下に仕切られており、この上下に仕切られた空間のうち、上側の部分が給気側通路（31
）を構成し、下側の部分が排気側通路（33）を構成している。
【００８４】
　　上流側仕切板（71）には、開閉式のダンパ（41～44）が４つ設けられている。各ダン
パ（41～44）は、概ね横長の長方形状に形成されている。具体的に、上流側仕切板（71）
のうち内気側通路（32）に面する部分（上側部分）では、中央仕切板（73）よりも右側に
第１内気側ダンパ（41）が取り付けられ、中央仕切板（73）よりも左側に第２内気側ダン
パ（42）が取り付けられる。また、上流側仕切板（71）のうち外気側通路（34）に面する
部分（下側部分）では、中央仕切板（73）よりも右側に第１外気側ダンパ（43）が取り付
けられ、中央仕切板（73）よりも左側に第２外気側ダンパ（44）が取り付けられる。
【００８５】
　　下流側仕切板（72）には、開閉式のダンパ（45～48）が４つ設けられている。各ダン
パ（45～48）は、概ね横長の長方形状に形成されている。具体的に、下流側仕切板（72）
のうち給気側通路（31）に面する部分（上側部分）では、中央仕切板（73）よりも右側に
第１給気側ダンパ（45）が取り付けられ、中央仕切板（73）よりも左側に第２給気側ダン
パ（46）が取り付けられる。また、下流側仕切板（72）のうち排気側通路（33）に面する
部分（下側部分）では、中央仕切板（73）よりも右側に第１排気側ダンパ（47）が取り付
けられ、中央仕切板（73）よりも左側に第２排気側ダンパ（48）が取り付けられる。
【００８６】
　　ケーシング（11）内において、給気側通路（31）および排気側通路（33）と前面パネ
ル部（12）との間の空間は、仕切板（77）によって左右に仕切られており、仕切板（77）
の右側の空間が給気ファン室（36）を構成し、仕切板（77）の左側の空間が排気ファン室
（35）を構成している。
【００８７】
　　給気ファン室（36）には、給気ファン（26）が収容されている。また、排気ファン室
（35）には排気ファン（25）が収容されている。給気ファン（26）および排気ファン（25
）は、何れもＤＣファンに構成され、通常運転時には調湿コントローラ（100）により作
動制御される。
【００８８】
　　具体的に、これらのファン（25,26）は、ファンロータと、ファンケーシング（86）
と、ファンモータ（89）とを備えている。図示しないが、ファンロータは、その軸方向の
長さが直径に比べて短い円筒状に形成され、その周側面に多数の翼が形成されている。フ
ァンロータは、ファンケーシング（86）に収容されている。ファンケーシング（86）では
、その側面（ファンロータの軸方向と直交する側面）の一方に吸入口（87）が開口してい
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る。また、ファンケーシング（86）には、その周側面から外側へ突出する部分が形成され
ており、その部分の突端に吹出口（88）が開口している。ファンモータ（89）は、ファン
ケーシング（86）における吸入口（87）と反対側の側面に取り付けられている。ファンモ
ータ（89）は、ファンロータに連結されてファンロータを回転駆動する。
【００８９】
　　給気ファン（26）および排気ファン（25）において、ファンロータがファンモータ（
89）によって回転駆動されると、吸入口（87）を通ってファンケーシング（86）内へ空気
が吸い込まれ、ファンケーシング（86）内の空気が吹出口（88）から吹き出される。
【００９０】
　　給気ファン室（36）において、給気ファン（26）は、ファンケーシング（86）の吸入
口（87）が下流側仕切板（72）と対面する姿勢で設置されている。また、この給気ファン
（26）のファンケーシング（86）の吹出口（88）は、給気口（22）に連通する状態で第１
側面パネル部（14）に取り付けられている。
【００９１】
　　排気ファン室（35）において、排気ファン（25）は、ファンケーシング（86）の吸入
口（87）が下流側仕切板（72）と対面する姿勢で設置されている。また、この排気ファン
（25）のファンケーシング（86）の吹出口（88）は、排気口（21）に連通する状態で第２
側面パネル部（15）に取り付けられている。
【００９２】
　　給気ファン室（36）には、冷媒回路（50）の圧縮機（53）と四方切換弁（54）とが収
容されている。圧縮機（53）および四方切換弁（54）は、給気ファン室（36）における給
気ファン（26）と仕切板（77）との間に配置されている。
【００９３】
　　ケーシング（11）内において、第１仕切板（74）と第１側面パネル部（14）の間の空
間は、第１バイパス通路（81）を構成している。第１バイパス通路（81）の始端は、外気
側通路（34）だけに連通しており、内気側通路（32）からは遮断されている。第１バイパ
ス通路（81）の終端は、仕切板（78）によって、給気側通路（31）、排気側通路（33）お
よび給気ファン室（36）から区画されている。仕切板（78）のうち給気ファン室（36）に
臨む部分には、第１バイパス用ダンパ（83）が設けられている。
【００９４】
　　ケーシング（11）内において、第２仕切板（75）と第２側面パネル部（15）の間の空
間は、第２バイパス通路（82）を構成している。第２バイパス通路（82）の始端は、内気
側通路（32）だけに連通しており、外気側通路（34）からは遮断されている。第２バイパ
ス通路（82）の終端は、仕切板（79）によって、給気側通路（31）、排気側通路（33）お
よび排気ファン室（35）から区画されている。仕切板（79）のうち排気ファン室（35）に
臨む部分には、第２バイパス用ダンパ（84）が設けられている。
【００９５】
　　なお、図８の右側面図および左側面図では、第１バイパス通路（81）、第２バイパス
通路（82）、第１バイパス用ダンパ（83）および第２バイパス用ダンパ（84）の図示を省
略している。
【００９６】
　　ケーシング（11）の前面パネル部（12）では、その右寄りの部分に電装品箱（90）が
取り付けられている。なお、図６および図８において、電装品箱（90）は省略されている
。電装品箱（90）は、直方体状の箱であって、その内部に制御用基板（91）と電源用基板
（92）とが収容されている。制御用基板（91）および電源用基板（92）は、電装品箱（90
）の側板のうち前面パネル部（12）に隣接する部分（即ち、背面板）の内側面に取り付け
られている。電源用基板（92）のインバータ部には、放熱フィン（93）が設けられている
。この放熱フィン（93）は、電源用基板（92）の背面に突設されており、電装品箱（90）
の背面板とケーシング（11）の前面パネル部（12）とを貫通して給気ファン室（36）に露
出している（図７を参照）。
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【００９７】
　　　〈冷媒回路の構成〉
　　図９に示すように、冷媒回路（50）は、第１吸着熱交換器（51）、第２吸着熱交換器
（52）、圧縮機（53）、四方切換弁（54）および電動膨張弁（55）が設けられた閉回路で
ある。この冷媒回路（50）は、充填された冷媒を循環させることによって、蒸気圧縮冷凍
サイクルを行う。
【００９８】
　　冷媒回路（50）において、圧縮機（53）は、その吐出側が四方切換弁（54）の第１の
ポートに、その吸入側が四方切換弁（54）の第２のポートにそれぞれ接続されている。ま
た、冷媒回路（50）では、第１吸着熱交換器（51）と電動膨張弁（55）と第２吸着熱交換
器（52）とが、四方切換弁（54）の第３のポートから第４のポートへ向かって順に接続さ
れている。
【００９９】
　　四方切換弁（54）は、第１のポートと第３のポートが連通して第２のポートと第４の
ポートが連通する第１状態（図９(Ａ)に示す状態）と、第１のポートと第４のポートが連
通して第２のポートと第３のポートが連通する第２状態（図９(Ｂ)に示す状態）とに切り
換え可能となっている。
【０１００】
　　圧縮機（53）は、冷媒を圧縮する圧縮機構と、圧縮機構を駆動する電動機とが１つの
ケーシングに収容された全密閉型の圧縮機である。圧縮機（53）の電動機へ供給する交流
の周波数（即ち、圧縮機（53）の運転周波数）を変化させると、電動機により駆動される
圧縮機構の回転速度が変化し、単位時間当たりに圧縮機（53）から吐出される冷媒の量が
変化する。つまり、この圧縮機（53）は容量可変に構成されている。
【０１０１】
　　冷媒回路（50）において、圧縮機（53）の吐出側と四方切換弁（54）の第１のポート
とを繋ぐ配管には、高圧圧力センサ（101）と吐出管温度センサ（103）とが取り付けられ
ている。高圧圧力センサ（101）は、圧縮機（53）から吐出された冷媒の圧力を計測する
。吐出管温度センサ（103）は、圧縮機（53）から吐出された冷媒の温度を計測する。
【０１０２】
　　また、冷媒回路（50）において、圧縮機（53）の吸入側と四方切換弁（54）の第２の
ポートとを繋ぐ配管には、低圧圧力センサ（102）と吸入管温度センサ（104）とが取り付
けられている。低圧圧力センサ（102）は、圧縮機（53）へ吸入される冷媒の圧力を計測
する。吸入管温度センサ（104）は、圧縮機（53）へ吸入される冷媒の温度を計測する。
【０１０３】
　　また、冷媒回路（50）において、四方切換弁（54）の第３のポートと第１吸着熱交換
器（51）とを繋ぐ配管には、配管温度センサ（105）が取り付けられている。配管温度セ
ンサ（105）は、この配管における四方切換弁（54）の近傍に配置され、配管内を流れる
冷媒の温度を計測する。
【０１０４】
　　　〈調湿コントローラの構成〉
　　調湿換気装置（10）には、制御部としての調湿コントローラ（100）が設けられてい
る。本実施形態の調湿換気装置（10）では、制御用基板（91）に設けられたマイコンが調
湿コントローラ（100）を構成している。調湿コントローラ（100）には、内気湿度センサ
（96）、内気温度センサ（98）、外気湿度センサ（97）および外気温度センサ（99）の計
測値が入力されている。また、調湿コントローラ（100）には、冷媒回路（50）に設けら
れた各センサ（91,92,…）の計測値が入力されている。調湿コントローラ（100）は、入
力されたこれらの計測値に基づいて、調湿換気装置（10）の運転制御を行う。調湿換気装
置（10）では、調湿コントローラ（100）の制御動作によって、後述する除湿換気運転と
加湿換気運転と単純換気運転とが切り換えられる。また、調湿コントローラ（100）は、
これらの運転中において、各ダンパ（41～48）、各ファン（25,26）、圧縮機（53）、電
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動膨張弁（55）および四方切換弁（54）の動作を制御する。
【０１０５】
　　　－運転動作－
　　本実施形態の調湿換気装置（10）は、除湿換気運転と、加湿換気運転と、単純換気運
転とを選択的に行う。この調湿換気装置（10）は、除湿換気運転と加湿換気運転とを通常
運転として行う。
【０１０６】
　　　〈除湿換気運転〉
　　除湿換気運転中の調湿換気装置（10）では、後述する第１通常動作と第２通常動作が
所定の時間間隔（例えば３～４分間隔）で交互に繰り返される。この除湿換気運転中にお
いて、第１バイパス用ダンパ（83）および第２バイパス用ダンパ（84）は、常に閉状態と
なる。
【０１０７】
　　除湿換気運転中の調湿換気装置（10）では、室外空気が外気吸込口（24）からケーシ
ング（11）内へ第１空気として取り込まれ、室内空気が内気吸込口（23）からケーシング
（11）内へ第２空気として取り込まれる。
【０１０８】
　　先ず、除湿換気運転の第１通常動作について説明する。図１０に示すように、この第
１通常動作中には、第１内気側ダンパ（41）、第２外気側ダンパ（44）、第２給気側ダン
パ（46）および第１排気側ダンパ（47）が開状態となり、第２内気側ダンパ（42）、第１
外気側ダンパ（43）、第１給気側ダンパ（45）および第２排気側ダンパ（48）が閉状態と
なる。また、この第１通常動作中の冷媒回路（50）では、四方切換弁（54）が第１状態（
図９(Ａ)に示す状態）に設定され、第１吸着熱交換器（51）が凝縮器となって第２吸着熱
交換器（52）が蒸発器となる。
【０１０９】
　　外気側通路（34）へ流入して外気側フィルタ（28）を通過した第１空気は、第２外気
側ダンパ（44）を通って第２熱交換器室（38）へ流入し、その後に第２吸着熱交換器（52
）を通過する。第２吸着熱交換器（52）では、第１空気中の水分が吸着剤に吸着され、そ
の際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱される。第２吸着熱交換器（52）で除湿された第１空気
は、第２給気側ダンパ（46）を通って給気側通路（31）へ流入し、給気ファン室（36）を
通過後に給気口（22）を通って室内へ供給される。
【０１１０】
　　一方、内気側通路（32）へ流入して内気側フィルタ（27）を通過した第２空気は、第
１内気側ダンパ（41）を通って第１熱交換器室（37）へ流入し、その後に第１吸着熱交換
器（51）を通過する。第１吸着熱交換器（51）では、冷媒で加熱された吸着剤から水分が
脱離し、この脱離した水分が第２空気に付与される。第１吸着熱交換器（51）で水分を付
与された第２空気は、第１排気側ダンパ（47）を通って排気側通路（33）へ流入し、排気
ファン室（35）を通過後に排気口（21）を通って室外へ排出される。
【０１１１】
　　次に、除湿換気運転の第２通常動作について説明する。図１１に示すように、この第
２通常動作中には、第２内気側ダンパ（42）、第１外気側ダンパ（43）、第１給気側ダン
パ（45）および第２排気側ダンパ（48）が開状態となり、第１内気側ダンパ（41）、第２
外気側ダンパ（44）、第２給気側ダンパ（46）および第１排気側ダンパ（47）が閉状態と
なる。また、この第２通常動作中の冷媒回路（50）では、四方切換弁（54）が第２状態（
図９(Ｂ)に示す状態）に設定され、第１吸着熱交換器（51）が蒸発器となって第２吸着熱
交換器（52）が凝縮器となる。
【０１１２】
　　外気側通路（34）へ流入して外気側フィルタ（28）を通過した第１空気は、第１外気
側ダンパ（43）を通って第１熱交換器室（37）へ流入し、その後に第１吸着熱交換器（51
）を通過する。第１吸着熱交換器（51）では、第１空気中の水分が吸着剤に吸着され、そ
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の際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱される。第１吸着熱交換器（51）で除湿された第１空気
は、第１給気側ダンパ（45）を通って給気側通路（31）へ流入し、給気ファン室（36）を
通過後に給気口（22）を通って室内へ供給される。
【０１１３】
　　一方、内気側通路（32）へ流入して内気側フィルタ（27）を通過した第２空気は、第
２内気側ダンパ（42）を通って第２熱交換器室（38）へ流入し、その後に第２吸着熱交換
器（52）を通過する。第２吸着熱交換器（52）では、冷媒で加熱された吸着剤から水分が
脱離し、この脱離した水分が第２空気に付与される。第２吸着熱交換器（52）で水分を付
与された第２空気は、第２排気側ダンパ（48）を通って排気側通路（33）へ流入し、排気
ファン室（35）を通過後に排気口（21）を通って室外へ排出される。
【０１１４】
　　　〈加湿換気運転〉
　　加湿換気運転中の調湿換気装置（10）では、後述する第１通常動作と第２通常動作が
所定の時間間隔（例えば３～４分間隔）で交互に繰り返される。この加湿換気運転中にお
いて、第１バイパス用ダンパ（83）および第２バイパス用ダンパ（84）は、常に閉状態と
なる。
【０１１５】
　　加湿換気運転中の調湿換気装置（10）では、室外空気が外気吸込口（24）からケーシ
ング（11）内へ第２空気として取り込まれ、室内空気が内気吸込口（23）からケーシング
（11）内へ第１空気として取り込まれる。
【０１１６】
　　先ず、加湿換気運転の第１通常動作について説明する。図１２に示すように、この第
１通常動作中には、第２内気側ダンパ（42）、第１外気側ダンパ（43）、第１給気側ダン
パ（45）および第２排気側ダンパ（48）が開状態となり、第１内気側ダンパ（41）、第２
外気側ダンパ（44）、第２給気側ダンパ（46）および第１排気側ダンパ（47）が閉状態と
なる。また、この第１通常動作中の冷媒回路（50）では、四方切換弁（54）が第１状態（
図９(Ａ)に示す状態）に設定され、第１吸着熱交換器（51）が凝縮器となって第２吸着熱
交換器（52）が蒸発器となる。
【０１１７】
　　内気側通路（32）へ流入して内気側フィルタ（27）を通過した第１空気は、第２内気
側ダンパ（42）を通って第２熱交換器室（38）へ流入し、その後に第２吸着熱交換器（52
）を通過する。第２吸着熱交換器（52）では、第１空気中の水分が吸着剤に吸着され、そ
の際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱される。第２吸着熱交換器（52）で水分を奪われた第１
空気は、第２排気側ダンパ（48）を通って排気側通路（33）へ流入し、排気ファン室（35
）を通過後に排気口（21）を通って室外へ排出される。
【０１１８】
　　一方、外気側通路（34）へ流入して外気側フィルタ（28）を通過した第２空気は、第
１外気側ダンパ（43）を通って第１熱交換器室（37）へ流入し、その後に第１吸着熱交換
器（51）を通過する。第１吸着熱交換器（51）では、冷媒で加熱された吸着剤から水分が
脱離し、この脱離した水分が第２空気に付与される。第１吸着熱交換器（51）で加湿され
た第２空気は、第１給気側ダンパ（45）を通って給気側通路（31）へ流入し、給気ファン
室（36）を通過後に給気口（22）を通って室内へ供給される。
【０１１９】
　　次に、加湿換気運転の第２通常動作について説明する。図１３に示すように、この第
２通常動作中には、第１内気側ダンパ（41）、第２外気側ダンパ（44）、第２給気側ダン
パ（46）および第１排気側ダンパ（47）が開状態となり、第２内気側ダンパ（42）、第１
外気側ダンパ（43）、第１給気側ダンパ（45）および第２排気側ダンパ（48）が閉状態と
なる。また、この第２通常動作中の冷媒回路（50）では、四方切換弁（54）が第２状態（
図９(Ｂ)に示す状態）に設定され、第１吸着熱交換器（51）が蒸発器となって第２吸着熱
交換器（52）が凝縮器となる。
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【０１２０】
　　内気側通路（32）へ流入して内気側フィルタ（27）を通過した第１空気は、第１内気
側ダンパ（41）を通って第１熱交換器室（37）へ流入し、その後に第１吸着熱交換器（51
）を通過する。第１吸着熱交換器（51）では、第１空気中の水分が吸着剤に吸着され、そ
の際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱される。第１吸着熱交換器（51）で水分を奪われた第１
空気は、第１排気側ダンパ（47）を通って排気側通路（33）へ流入し、排気ファン室（35
）を通過後に排気口（21）を通って室外へ排出される。
【０１２１】
　　一方、外気側通路（34）へ流入して外気側フィルタ（28）を通過した第２空気は、第
２外気側ダンパ（44）を通って第２熱交換器室（38）へ流入し、その後に第２吸着熱交換
器（52）を通過する。第２吸着熱交換器（52）では、冷媒で加熱された吸着剤から水分が
脱離し、この脱離した水分が第２空気に付与される。第２吸着熱交換器（52）で加湿され
た第２空気は、第２給気側ダンパ（46）を通って給気側通路（31）へ流入し、給気ファン
室（36）を通過後に給気口（22）を通って室内へ供給される。
【０１２２】
　　　〈単純換気運転〉
　　単純換気運転中の調湿換気装置（10）は、取り込んだ室外空気（OA）をそのまま供給
空気（SA）として室内へ供給すると同時に、取り込んだ室内空気（RA）をそのまま排出空
気（EA）として室外へ排出する。ここでは、単純換気運転中の調湿換気装置（10）の動作
について、図１４を参照しながら説明する。
【０１２３】
　　単純換気運転中の調湿換気装置（10）では、第１バイパス用ダンパ（83）および第２
バイパス用ダンパ（84）が開状態となり、第１内気側ダンパ（41）、第２内気側ダンパ（
42）、第１外気側ダンパ（43）、第２外気側ダンパ（44）、第１給気側ダンパ（45）、第
２給気側ダンパ（46）、第１排気側ダンパ（47）および第２排気側ダンパ（48）が閉状態
となる。また、単純換気運転中において、冷媒回路（50）の圧縮機（53）は停止状態とな
る。
【０１２４】
　　単純換気運転中の調湿換気装置（10）では、室外空気が外気吸込口（24）からケーシ
ング（11）内へ取り込まれる。外気吸込口（24）を通って外気側通路（34）へ流入した室
外空気は、第１バイパス通路（81）から第１バイパス用ダンパ（83）を通って給気ファン
室（36）へ流入し、その後に給気口（22）を通って室内へ供給される。
【０１２５】
　また、単純換気運転中の調湿換気装置（10）では、室内空気が内気吸込口（23）からケ
ーシング（11）内へ取り込まれる。内気吸込口（23）を通って内気側通路（32）へ流入し
た室内空気は、第２バイパス通路（82）から第２バイパス用ダンパ（84）を通って排気フ
ァン室（35）へ流入し、その後に排気口（21）を通って室外へ排出される。
【０１２６】
　　　　－実施形態の効果－
　　上記本実施形態によれば、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（25）（又は排気
ファン（26））の回転数を変化させて第１～第（Ｎ－１）調湿換気装置（10a,10b,10c,…
）の消費電力が変化することで第Ｎ調湿換気装置（10n）の第１～第（Ｎ－１）調湿換気
装置（10a,10b,10c,…）と同じ集合給気ダクト（1a,2a,3a）への接続を自動判定したため
、第Ｎ調湿換気装置（10n）が接続される集合給気ダクト（1a,2a,3a）を自動で判定する
ことができる。この結果、換気システム（S）における風量調整を正確に行うことができ
る。
【０１２７】
　　また、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（25）の回転数を上昇させて第１～第
（Ｎ－１）調湿換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力が低下することで第Ｎ調湿換気装
置（10n）の第１～第（Ｎ－１）調湿換気装置（10a,10b,10c,…）と同じ集合給気ダクト
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（1a,2a,3a）への接続を自動判定したため、第Ｎ調湿換気装置（10n）が接続される集合
給気ダクト（1a,2a,3a）を自動で判定することができる。この結果、換気システム（S）
における風量調整を正確に行うことができる。
【０１２８】
　　また、従来より、換気システムの導入後に集合ダクトへの換気装置の接続台数が変化
した場合、所定の換気風量とすべく、再度、各ファンの回転数を調整する必要があった。
具体的には、接続台数に応じて予めファンの回転数を決定する方法や、ファンの回転数に
よって所定換気風量を得るために必要な電力を算出し、算出した必要電力と運転中の消費
電力との過不足とに基づいてファンの回転数を制御する方法が行われる。
【０１２９】
　　特に、集合ダクトへの接続台数は、短期間のうちに変化することが多く、常時、上記
方法を行う場合もあるため、想定した集合ダクトの接続台数と、実際の集合ダクトの接続
台数とが異なると、各々の換気装置が風量不足になる場合がある。
【０１３０】
　　ところが、本実施形態では、集合ダクト（1,2,3）に接続される換気装置を自動で判
定することができる。この結果、換気システム（S）における風量調整を正確に行うこと
ができる。
【０１３１】
　　また、第１～第（Ｎ－１）調湿換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力の変化をモニ
ターしたため、例えば、集合ダクト（1～3）内に異物の詰まり等の異常が発生した場合、
何れの集合ダクト（1,2,3）に異常が発生したのか、又はその他のダクトに異常が発生し
たのか否かについて確実に見極めることができる。
【０１３２】
　　　　－実施形態の変形例－
　　次に、本実施形態の変形例について説明する。上記実施形態では、吸着剤として、ゼ
オライトやシリカゲル等の主に水蒸気の吸着を行う材料と用いたが、本発明はこれに限ら
れず、水蒸気の吸着と吸収の両方を行う材料（いわゆる収着剤）を用いてもよい。
【０１３３】
　　具体的には、本変形例では、吸湿性を有する有機高分子材料が吸着剤として用いられ
ている。吸着剤として用いられる有機高分子材料では、分子中に親水性の極性基を有する
複数の高分子主鎖が互いに架橋されており、互いに架橋された複数の高分子主鎖が三次元
構造体を形成している。
【０１３４】
　　本形態の吸着剤は、水蒸気を捕捉（即ち、吸湿）することによって膨潤する。この吸
着剤が吸湿することによって膨潤するメカニズムは、以下のようなものと推測される。つ
まり、この吸着剤が吸湿する際には、親水性の極性基の周りに水蒸気が吸着され、親水性
の極性基と水蒸気が反応することで生じた電気的な力が高分子主鎖に作用し、その結果、
高分子主鎖が変形する。そして、変形した高分子主鎖同士の隙間へ水蒸気が毛細管力によ
って取り込まれ、水蒸気が入り込むことによって複数の高分子主鎖からなる三次元構造体
が膨らみ、その結果、吸着剤の体積が増加する。
【０１３５】
　　このように、本実施形態の吸着剤では、水蒸気が吸着剤に吸着される現象と、水蒸気
が吸着剤に吸収される現象の両方が起こる。つまり、この吸着剤には、水蒸気が収着され
る。また、この収着剤に捕捉された水蒸気は、互いに架橋された複数の高分子主鎖からな
る三次元構造体の表面だけでなく、その内部にまで入り込む。その結果、この吸着剤には
、表面に水蒸気を吸着するだけのゼオライト等に比べ、多量の水蒸気が捕捉される。
【０１３６】
　　また、この吸着剤は、水蒸気を放出（即ち、放湿）することによって収縮する。つま
り、この吸着剤が放湿する際には、高分子主鎖同士の隙間に捕捉された水の量が減少して
ゆき、複数の高分子主鎖で構成された三次元構造体の形状が元に戻ってゆくため、吸着剤
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の体積が減少する。
【０１３７】
　　尚、本実施形態の吸着剤として用いられる材料は、吸湿することによって膨潤して放
湿することによって収縮するものであれば上述した材料に限定されず、例えば吸湿性を有
するイオン交換樹脂であってもよい。
【０１３８】
　　〈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。
【０１３９】
　　上記実施形態では、調湿換気装置（10）およびブースタファン（4）を換気装置とし
て用いたが、本発明はこれらに限られず、全熱交型の換気装置としてもよい。
【０１４０】
　　また、上記実施形態では、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（26）を駆動させ
、第１～第（Ｎ－１)調湿換気装置（10a～10n-1）の給気ファン（26～26）の消費電力の
低下したことによって第Ｎ調湿換気装置（10n）が接続されている集合ダクトを第２調湿
換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f）、…と同じ第２集合給気ダクト（2a）と判定
するようにしたが、本発明はこれに限られず、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（2
6）を所定の回転数で駆動させた状態で、第１～第（Ｎ－１)調湿換気装置（10a～10n-1）
の給気ファン（26～26）を所定回転数で一定に保ったまま、上記第Ｎ調湿換気装置（10n
）の給気ファン（26）の回転数を低下させるようにしてもよい。このとき、電力検出部（
5b）では、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（26）の回転数の低下によって第２調
湿換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f）、…の給気ファン（26～26）の消費電力が
上昇する。そして、接続判定部（5c）では、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（26
）の回転数の低下によって第２調湿換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f）、…の給
気ファン（26～26）の消費電力が上昇したことで、第Ｎ調湿換気装置（10n）が接続され
ている集合ダクトを第２調湿換気装置（10b）、第６調湿換気装置（10f）、…と同じ第２
集合給気ダクト（2a）と判定する。尚、集合排気ダクト（1b,2b,3b）については、集合給
気ダクト（1a,2a,3a）と同様であるので説明を省略する。
【０１４１】
　　本形態によれば、第Ｎ調湿換気装置（10n）の給気ファン（25）の回転数を低下させ
て第１～第（Ｎ－１）調湿換気装置（10a,10b,10c,…）の消費電力が上昇することで第Ｎ
調湿換気装置（10n）の第１～第（Ｎ－１）調湿換気装置（10a,10b,10c,…）と同じ集合
給気ダクト（1a,2a,3a）への接続を自動判定したため、第Ｎ調湿換気装置（10n）が接続
される集合給気ダクト（1a,2a,3a）を自動で判定することができる。この結果、換気シス
テム（S）における風量調整を正確に行うことができる。
【０１４２】
　　また、上記実施形態では、換気コントローラ（5）は、各調湿換気装置（10a～10n）
のファン（25,26）およびブースタファン（4）を制御する一のファン制御部（5a）を備え
るようにしたが、本発明はこれに限られず、ファン制御部（5a）を各調湿換気装置（10a
～10n）およびブースタファン（4）のそれぞれに備え、各調湿換気装置（10a～10n）のフ
ァン（25,26）およびブースタファン（4）を制御するようにしてもよい。
【０１４３】
　　また、上記実施形態では、換気コントローラ（5）は、各調湿換気装置（10a～10n）
のファン（25,26）およびブースタファン（4）を制御する一のファン制御部（5a）を備え
るようにしたが、本発明はこれに限られず、ファン自体の制御装置を各調湿換気装置（10
a～10n）およびブースタファン（4）のそれぞれに備え、それぞれのファンの制御を個別
に行うようにしてもよい。具体的には、各調湿換気装置（10a～10n）およびブースタファ
ン（4）には、それぞれに一のファンの制御装置が接続されている。そして、各ファンの
制御装置は、ファン制御部（5a）からの信号に基づき、各ファン（4,25,26）のファンモ
ータをそれぞれ個別に作動制御し、且つ各ファン（4,25,26）の回転数を所定の回転数で
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係るファン制御部を構成している。
【０１４４】
　　また、上記実施形態では、換気コントローラ（5）は、各調湿換気装置（10a～10n）
のファン（25,26）およびブースタファン（4）の駆動時の消費電力を検出する一の電力検
出部（5b）を備えるようにしたが、本発明はこれに限られず、電力検出部（5b）を各調湿
換気装置（10a～10n）およびブースタファン（4）のそれぞれに備え、それぞれの駆動時
の消費電力を検出するようにしてもよい。具体的に、電力検出部（5b）は、接続された調
湿換気装置（10a～10n）の給気ファン（26）および排気ファン（25）のファンモータに接
続され、その消費電力を検出している。また、電力検出部（5b）は、ブースタファン（4
）のファンモータに接続され、その消費電力を検出している。そして、各電力検出部（5b
）は、検出した消費電力のデータを換気コントローラ（5）に送るように構成されている
。
【０１４５】
　　また、上記実施形態では、換気コントローラ（5）は、各調湿換気装置（10a～10n）
およびブースタファン（4）の属する集合ダクト（1,2,3）を判定する一の接続判定部（5c
）を備えるようにしたが、本発明はこれに限られず、接続判定部（5c）を各調湿換気装置
（10a～10n）およびブースタファン（4）のそれぞれに備え、各調湿換気装置（10a～10n
）およびブースタファン（4）の属する集合ダクト（1,2,3）を判定するようにしてもよい
。
【０１４６】
　　尚、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、ある
いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　　以上説明したように、本発明は、複数の換気装置がダクトに接続された換気システム
について有用である。
【符号の説明】
【０１４８】
１　　　　　　第１集合ダクト
１ａ　　　　　第１集合給気ダクト
１ｂ　　　　　第１集合排気ダクト
２　　　　　　第２集合ダクト
２ａ　　　　　第２集合給気ダクト
２ｂ　　　　　第２集合排気ダクト
３　　　　　　第３集合ダクト
３ａ　　　　　第３集合給気ダクト
３ｂ　　　　　第３集合排気ダクト
４　　　　　　ブースタファン
５ａ　　　　　ファン制御部
５ｂ　　　　　電力検出部
５ｃ　　　　　接続判定部
１０　　　　　調湿換気装置
２５　　　　　排気ファン
２６　　　　　給気ファン
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