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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　区画された水分吸着領域と水分放出領域との間で水分吸着体を循環移動させる除湿ロー
タと、
　導入した処理空気を冷却器にて冷却し、前記水分吸着領域を通過させて対象室内に供給
する空気供給手段と、
　導入した再生空気を加熱器にて加熱し、前記水分放出領域を通過させて外部に放出する
空気放出手段と
　を備えた除湿空調装置において、
　前記水分吸着領域の上流域に配設され、該水分吸着領域を通過する直前の処理空気の温
度および湿度を検知する温湿度検知手段と、
　湿度調整指令が与えられた場合に、該湿度調整指令に含まれる湿度情報と、前記温湿度
検知手段により検知された湿度情報とに基づいて目標除湿量を算出し、算出した目標除湿
量と、前記温湿度検知手段により検知された温度情報と、予め設定してある再生空気の温
度ごとの前記除湿ロータの回転数と除湿量との関係情報とから必要エネルギー量を演算し
、演算した必要エネルギー量が最小となる回転数および再生空気温度を択一的に選択して
、前記除湿ロータの回転数および前記加熱器による加熱量の制御を行う制御手段と
　を備えたことを特徴とする除湿空調装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
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　前記湿度調整指令に含まれる湿度情報と、前記温湿度検知手段により検知された湿度情
報とに基づいて目標除湿量を算出する算出部と、
　前記再生空気の温度ごとの除湿ロータの回転数と除湿量との関係情報を記憶する記憶部
と、
　前記算出部で算出された目標除湿量と、前記記憶部に記憶された関係情報と、前記温湿
度検知手段により検知された温度情報とから必要エネルギー量を演算する演算部と、
　前記演算部で演算された必要エネルギー量が最小となる回転数および再生空気温度を択
一的に選択する選択部と、
　前記選択部による選択結果に応じて前記除湿ロータの回転数を調整する回転数調整部と
、
　前記選択部による選択結果に応じて前記加熱器による加熱量を調整する加熱量調整部と
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の除湿空調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、除湿空調装置に関し、室内への外気導入による換気、除湿、空気調和の各機
能を有する除湿空調装置の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ショッピングセンター等の
店舗等に適用される除湿空調装置として、除湿ロータ、空気供給手段および空気放出手段
を備えたものが知られている。
【０００３】
　除湿ロータは、円柱状の水分吸着体がその中心軸を軸心として軸心回りに回転可能に設
けられて構成されている。この除湿ロータは、２つに仕切られて区画され、かつ空気の流
路を構成する水分吸着領域と水分放出領域とを水分吸着体の一部が交互に通過する態様で
回転する。このように水分吸着体が回転すると、水分吸着領域に位置していた部分は水分
放出領域に移動し、次いで再び水分吸着領域に移動することを順次繰り返す。
【０００４】
　空気供給手段は、例えば外気等の処理空気を取り入れ、取り入れた処理空気を冷却器で
冷却し、冷却した処理空気を水分吸着領域に通過させることにより、通過する処理空気水
分を除湿ロータの水分吸着体に吸着させて該空気を除湿し、かかる水分吸着領域を通過し
た処理空気を対象室内に供給するものである。
【０００５】
　空気放出手段は、例えば外気等の再生空気を取り入れ、取り入れた再生空気を加熱器で
加熱し、加熱した再生空気を水分放出領域に通過させることにより、除湿ロータの水分吸
着体に水分を放出させて該水分吸着体を乾燥し、かかる水分放出領域を通過した再生空気
を外部に放出するものである。
【０００６】
　そのような除湿空調装置においては、除湿ロータの回転数、すなわち水分吸着体の回転
数、あるいは加熱器による加熱量を調整することにより除湿量を制御するようにしたもの
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－００３３４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、除湿空調装置では、除湿ロータによる水分吸着体の回転により除湿処理と再
生処理を繰り返すために、水分吸着体の回転数と処理空気の除湿量との関係においては、
図９に示すように、極大点が存在していることが知られている。そのため、ある目的の除
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湿量を得ることのできる水分吸着体の回転数は２つ存在する場合があり、この場合に、回
転数が大きい方を選択してしまうと、消費エネルギーの増大を招来し、非効率的な運転が
行われることになる。
【０００９】
　従って、特許文献１に提案されているような除湿空調装置では、より少ない回転数、あ
るいはより少ない再生空気の温度で目的の除湿量が得られるにもかかわらず、必要以上に
高い回転数、あるいは必要以上に高い再生空気温度で除湿量の制御を行っている可能性が
ある。
【００１０】
　本発明は、上記実情に鑑みて、良好な運転効率で所望の除湿量に調整することにより、
省エネルギー化を図ることができる除湿空調装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係る除湿空調装置は、区画された水分
吸着領域と水分放出領域との間で水分吸着体を循環移動させる除湿ロータと、導入した処
理空気を冷却器にて冷却し、前記水分吸着領域を通過させて対象室内に供給する空気供給
手段と、導入した再生空気を加熱器にて加熱し、前記水分放出領域を通過させて外部に放
出する空気放出手段とを備えた除湿空調装置において、前記水分吸着領域の上流域に配設
され、該水分吸着領域を通過する直前の処理空気の温度および湿度を検知する温湿度検知
手段と、湿度調整指令が与えられた場合に、該湿度調整指令に含まれる湿度情報と、前記
温湿度検知手段により検知された湿度情報とに基づいて目標除湿量を算出し、算出した目
標除湿量と、前記温湿度検知手段により検知された温度情報と、予め設定してある再生空
気の温度毎の前記除湿ロータの回転数と除湿量との関係情報とから必要エネルギー量を演
算し、演算した必要エネルギー量が最小となる回転数および再生空気温度を択一的に選択
して、前記除湿ロータの回転数および前記加熱器による加熱量の制御を行う制御手段とを
備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の請求項２に係る除湿空調装置は、上述した請求項１において、前記制御
手段は、前記湿度調整指令に含まれる湿度情報と、前記温湿度検知手段により検知された
湿度情報とに基づいて目標除湿量を算出する算出部と、前記再生空気の温度毎の除湿ロー
タの回転数と除湿量との関係情報を記憶する記憶部と、前記算出部で算出された目標除湿
量と、前記記憶部に記憶された関係情報と、前記温湿度検知手段により検知された温度情
報とから必要エネルギー量を演算する演算部と、前記演算部で演算された必要エネルギー
量が最小となる回転数および再生空気温度を択一的に選択する選択部と、前記選択部によ
る選択結果に応じて前記除湿ロータの回転数を調整する回転数調整部と、前記選択部によ
る選択結果に応じて前記加熱器による加熱量を調整する加熱量調整部とを備えたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る除湿空調装置によれば、制御手段が、湿度調整指令が与えられた場合に、
該湿度調整指令に含まれる湿度情報と、温湿度検知手段により検知された湿度情報とに基
づいて目標除湿量を算出し、算出した目標除湿量と、温湿度検知手段により検知された温
度情報と、予め設定してある再生空気の温度ごとの除湿ロータの回転数と除湿量との関係
情報とから必要エネルギー量を演算し、演算した必要エネルギー量が最小となる回転数お
よび再生空気温度を択一的に選択して、除湿ロータの回転数および加熱器による加熱量の
制御を行うので、良好な運転効率で所望の除湿量に調整することにより、省エネルギー化
を図ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る除湿空調装置の好適な実施の形態について詳
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細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態における除湿空調装置の構成を模式的に示した模式図であ
る。ここに例示する除湿空調装置１０は、当該除湿空調装置１０の対象室（以下、単に対
象室という）内部への外気導入による換気、除湿および空気調和を行うものであり、除湿
ロータ２０、空気供給ユニット（空気供給手段）３０および空気放出ユニット（空気放出
手段）４０を備えて構成してある。
【００１６】
　除湿ロータ２０は、円柱状に形成した例えば紙やゼオライト系等の水分吸着体２１が設
けてある。水分吸着体２１は、モータ２２（図２参照）の駆動によりその中心軸を軸心と
して軸心回りに回転するものである。より詳細に説明すると、水分吸着体２１は、互いに
区画され、かつ空気の流路を構成する水分吸着領域３２と水分放出領域４２との間を交互
に通過する態様で回転するものである。すなわち、除湿ロータ２０は、区画された水分吸
着領域３２と水分放出領域４２との間で水分吸着体２１を循環移動させるものである。こ
れにより水分吸着体２１が回転すると、水分吸着領域３２に位置した部分は水分放出領域
４２に移動し、次いで再び水分吸着領域３２に移動することを順次繰り返すことになる。
【００１７】
　空気供給ユニット３０は、導入した処理空気（外気）を対象室内部に供給するためのも
のであり、空気供給路３００を有している。
【００１８】
　空気供給路３００は、除湿空調装置１０を構成する筐体の内部に設けてあり、処理空気
取入口３０１から取り入れた処理空気を、処理空気吐出口３０２を通じて対象室の内部に
供給するための経路であり、冷却器３１、水分吸着領域３２および供給ファン３３が処理
空気取入口３０１側から順に設けてある。
【００１９】
　冷却器３１は、処理空気取入口３０１を通じて取り入れた処理空気を冷却するものであ
る。この冷却器３１は、圧縮機３４、凝縮器３５および電子膨張弁３６と冷媒配管を通じ
て接続されて冷媒循環回路３７を構成している。より詳細に説明すると、圧縮機３４は、
冷媒を圧縮して高温高圧の状態にするものである。凝縮器３５は、圧縮機３４より供給さ
れた冷媒、すなわち圧縮機３４で高温高圧の状態に圧縮された冷媒を凝縮（放熱）させる
ものである。電子膨張弁３６は、凝縮器３５より供給された冷媒、すなわち凝縮器３５で
凝縮させた冷媒を断熱膨張させて低温低圧の状態に調整するものである。冷却器３１は、
電子膨張弁３６で低温低圧の状態に断熱膨張させた冷媒を蒸発させるものである。この冷
媒が蒸発することにより、冷却器３１の周囲を通過する処理空気は、熱が奪われて冷却さ
れる。
【００２０】
　水分吸着領域３２は、通過する処理空気、すなわち冷却器３１の周囲を通過して冷却さ
れた処理空気の水分を水分吸着体２１に吸着させるための領域である。これにより、通過
する処理空気は、水分吸着領域３２で除湿されることになる。
【００２１】
　供給ファン３３は、処理空気取入口３０１を通じての処理空気の導入、並びに対象室内
部への処理空気の送出（供給）の送風源となるものである。従って、供給ファン３３の駆
動により、空気供給路３００を通過した処理空気は、処理空気吐出口３０２を通じて対象
室内部に供給されることになる。
【００２２】
　空気放出ユニット４０は、空気放出路４００を有している。空気放出路４００は、除湿
空調装置１０を構成する筐体の内部に設けてあり、上記空気供給路３００とは区画された
態様で該空気供給路３００に並設してある。かかる空気放出路４００は、再生空気取入口
４０１から取り入れた再生空気（外気）を、再生空気吐出口４０２を通じて外部に放出す
るための経路であり、加熱器４１、水分放出領域４２および放出ファン４３が再生空気取
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入口４０１側から順に設けてある。
【００２３】
　加熱器４１は、再生空気取入口４０１を通じて取り入れた再生空気を加熱するものであ
る。この加熱器４１は、配管を通じて加熱源４４およびポンプ４５に接続することにより
、例えば湯等の熱媒体が循環する熱媒体循環回路４６を構成している。加熱源４４は、熱
媒体循環回路４６を流れる熱媒体を加熱するものである。ポンプ４５は、熱媒体が熱媒体
循環回路４６を流れるための動力源となるものである。加熱源４４で加熱された熱媒体が
ポンプ４５の作用によって熱媒体循環回路４６を流れることにより、加熱器４１の周囲を
通過する再生空気を加熱することになる。
【００２４】
　水分放出領域４２は、加熱器４１の周囲を通過して加熱された再生空気が通過すること
により、水分吸着体２１に水分を放出させるための領域である。
【００２５】
　放出ファン４３は、再生空気取入口４０１を通じての再生空気の導入、並びに外部への
再生空気の再生空気の送出（放出）の送風源となるものである。従って、放出ファン４３
の駆動により、空気放出路４００を通過した再生空気は、再生空気吐出口４０２を通じて
外部に放出されることになる。
【００２６】
　図２は、図１に示した除湿空調装置の制御系を示すブロック図である。尚、この図２に
は、上記除湿空調装置１０において本願の発明の特徴的な制御を実施する構成要素のみを
示しており、その他の構成要素についての例示は割愛している。ここに例示するように、
除湿空調装置１０は、温湿度センサＳ１、温度センサＳ２、入力部１５およびコントロー
ラ５０を備えている。
【００２７】
　温湿度センサＳ１は、図１に示すように、空気供給路３００における水分吸着領域３２
の上流域、つまり冷却器３１と水分吸着領域３２との間に配設してある。この温湿度セン
サＳ１は、冷却器３１で冷却された処理空気、すなわち水分吸着領域３２を通過する直前
の処理空気の温度および湿度を検知する温湿度検知手段である。温湿度センサＳ１で検知
された温度および湿度に関する情報は、コントローラ５０に送出される。
【００２８】
　温度センサＳ２は、図１に示すように、空気放出路４００における加熱器４１の下流域
、つまり加熱器４１と水分放出領域４２との間に配設してある。この温度センサＳ２は、
加熱器４１で加熱された再生空気の温度を検知する温度検知手段である。温度センサＳ２
で検知された温度に関する情報は、コントローラ５０に送出される。
【００２９】
　入力部１５は、各種入力を行うものであり、後述する除湿調整指令も行われる。この入
力部１５で入力された情報や指令は、コントローラ５０に送出される。
【００３０】
　コントローラ５０は、メモリ６０とともに除湿空調装置１０の動作の一部を統括する制
御手段を構成しており、入力処理部５１、算出処理部５２、演算処理部５３、選択処理部
５４、モータ駆動処理部（回転数調整部）５５および加熱源駆動処理部（加熱量調整部）
５６を備えている。
【００３１】
　メモリ６０は、各種情報を記憶する記憶部であり、本発明に特に関連するものとしては
、図３に示すような、再生空気の温度ごとの除湿ロータ２０の回転数（水分吸着体２１の
回転数）と、除湿量との関係情報（回転数除湿量関係情報）が記憶してある。ここに、図
３に示すものは、水分吸着領域３２を通過する直前の処理空気の湿度（絶対湿度）が例え
ば１４ｇ／ｋｇ－ＤＡの場合における、再生温度（加熱器４１で加熱された再生空気の温
度、すなわち水分放出領域４２を通過する直前の再生空気の温度）が５０℃、６０℃およ
び６５℃のそれぞれの場合における関係情報である。尚、図３に示すものは一例であって
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、メモリ６０には、種々の処理空気の湿度に対応して、再生空気の温度ごとの除湿ロータ
２０の回転数と除湿量との関係情報が記憶してある。
【００３２】
　入力処理部５１は、温湿度センサＳ１、温度センサＳ２および入力部１５からの各種情
報の入力処理を行うものである。
【００３３】
　算出処理部５２は、入力処理部５１を通じて入力処理された情報、すなわち除湿調整指
令に含まれる湿度情報と、温湿度センサＳ１により検知された湿度情報とに基づいて目標
除湿量を算出処理を行うものである。
【００３４】
　演算処理部５３は、メモリ６０に記憶されている回転数除湿量関係情報を読み出し、算
出処理部５２を通じて算出された目標除湿量に対応する各必要エネルギー量の演算処理を
行うものである。ここで演算処理部５３が行う演算処理の一例について説明する。かかる
説明において、処理空気の絶対湿度は１４ｇ／ｋｇ－ＤＡで、温度は２５℃であったもの
とする。また、再生空気の温度は５０℃、６０℃および６５℃のいずれかに設定されるも
のとする。更に、算出処理部５２で算出された目標除湿量は、４ｇ／ｋｇ－ＤＡであった
ものとする。
【００３５】
　演算処理部５３は、温湿度センサＳ１を通じて検知された湿度に対応する回転数除湿量
関係情報を読み出す。そして、算出処理部５２を通じて算出された目標除湿量に対応する
各点（イ、ロ、ハ、ニ）の熱エネルギーＱ（ｋＪ／ｋｇ）を下記式（１）から求める。こ
こで、点イは、再生温度が６５℃で回転数が１３ｒｐｈ、点ロは、再生温度が６０℃で回
転数が１５ｒｐｈ、点ハは、再生温度が５０℃で回転数が２１ｒｐｈ、点ニは、再生温度
が５０℃で回転数が３５ｒｐｈである。
【００３６】
　式（１）　Ｑ＝１．００５×（Ｔ２－Ｔ１）＋１．８４６×（Ｔ２－Ｔ１）×Ｎ
ここで、Ｑは熱エネルギー（ｋＪ／ｋｇ）、Ｔ１は検知温度（例えば２５℃）、Ｔ２は再
生空気温度（例えば５０℃、６０℃、６５℃）、Ｎは絶対湿度（例えば１４ｇ／ｋｇ－Ｄ
Ａ）を示している。
【００３７】
　その結果、温度２５℃、絶対湿度１４ｇ／ｋｇ－ＤＡの空気を５０℃、６０℃および６
５℃に上げるのに必要な熱エネルギーは、それぞれ２５ｋＪ／ｋｇ（点ハおよび点ニの場
合）、３６ｋＪ／ｋｇ（点ロの場合）および４１ｋＪ／ｋｇ（点イの場合）となる。ここ
で、空気重量を１．２ｋｇ／ｍ３、空気の流量を８０ｍ３／ｈｒとすると、それぞれ設定
の再生空気の温度を得るために必要なエネルギーは、６７０Ｗ（点ハおよび点二の場合）
、９６０Ｗ（点ロの場合）および１１００Ｗ（点イの場合）となる。
【００３８】
　次に、各点（イ、ロ、ハ、ニ）での回転数を得るのに必要なエネルギーを下記式（２）
より求める。ここで下記式（２）は、モータ２２の定格の入力および回転速度から、入力
と回転速度が比例しているものとして導き出された式である。
【００３９】
　式（２）　Ｗ＝３×Ｆ
ここで、Ｗは入力のエネルギー（Ｗ）、Ｆは回転数を示している。
【００４０】
　その結果、回転数１３ｒｐｈ、１５ｒｐｈ、２１ｒｐｈおよび３５ｒｐｈを得るのに必
要なエネルギーは、３９Ｗ（点イの場合）、４５Ｗ（点ロの場合）、６３Ｗ（点ハの場合
）および１０５Ｗ（点ニの場合）となる。
【００４１】
　そして、再生空気の温度を得るために必要なエネルギーと、回転数を得るのに必要なエ
ネルギーとを各点ごとに加算して、それぞれの点における必要なエネルギーを演算する。
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つまり、点イの場合には１１００Ｗに３９Ｗを加算して必要エネルギー量は１１３９Ｗ、
点ロの場合には９６０Ｗに４５Ｗを加算して必要エネルギー量は１００５Ｗ、点ハの場合
には６７０Ｗに６３Ｗを加算して必要エネルギー量は７３３Ｗ、点ニの場合には６７０Ｗ
に１０５Ｗを加算して必要エネルギー量は７７５Ｗと演算することになる。
【００４２】
　選択処理部５４は、演算処理部５３を通じて演算された必要エネルギー量、例えば１１
３９Ｗ（点イの場合）、１００５Ｗ（点ロの場合）、７３３Ｗ（点ハの場合）、７７５Ｗ
（点ニの場合）のうち、最小となる回転数および再生空気温度を択一的に選択する処理を
行うものである。今回の場合には、点ハ、すなわち回転数が２１ｒｐｈ、再生空気温度が
５０℃の組み合わせを択一的に選択することになる。
【００４３】
　モータ駆動処理部５５は、除湿ロータ２０を構成するモータ２２の駆動処理を行うもの
であり、加熱源駆動処理部５６は、加熱源４４の駆動処理を行うものである。
【００４４】
　以上のような構成を有する除湿空調装置１０では、次のようにして対象室内部を換気、
除湿する。
【００４５】
　運転指令が与えられることにより、モータ２２、圧縮機３４、供給ファン３３、加熱源
４４、ポンプ４５および放出ファン４３のそれぞれが駆動すると、水分吸着体２１が回転
するとともに、供給ファン３３および放出ファン４３が駆動する。また、圧縮機３４で圧
縮された冷媒が冷媒循環回路３７を循環し、加熱源４４で加熱された熱媒体がポンプ４５
の作用により熱媒体循環回路４６を循環する。
【００４６】
　供給ファン３３の駆動により、処理空気が処理空気取入口３０１を通じて取り入れられ
、取り入れられた処理空気は、冷却器３１に至る。冷却器３１に至った処理空気は、該冷
却器３１の内部を流れる冷媒が蒸発することにより冷却され、水分吸着領域３２に至る。
【００４７】
　水分吸着領域３２において、冷却器３１で冷却された処理空気、すなわち湿潤空気は、
水分吸着体２１を通過することにより水分が吸着され、これにより、処理空気の湿度が低
下する。すなわち処理空気は除湿される。また、水分吸着体２１の水分吸着領域３２に対
応する部分に吸着された水分は、水分吸着体２１の回転とともに、水分吸着領域３２から
水分放出領域４２に移動する。
【００４８】
　水分吸着領域３２で除湿された処理空気は、供給ファン３３の駆動により下流側に流れ
、その後処理空気吐出口３０２を通じて対象室内部に供給される。
【００４９】
　一方、放出ファン４３が駆動することにより、再生空気取入口４０１を通じて再生空気
が取り入れられ、取り入れられた再生空気は、加熱器４１に至る。加熱器４１に至った再
生空気は、加熱器４１の内部を流れる熱媒体により加熱されて高温度の空気になり、水分
放出領域４２に至る。
【００５０】
　水分放出領域４２において、加熱器４１で加熱された再生空気が通過することにより、
水分吸着体２１の対応する部分から水分が放出され、該再生空気の湿度が上昇する。その
後、水分放出領域４２を通過した再生空気は、放出ファン４３の駆動により、再生空気吐
出口４０２を通じて外部に送出される。
【００５１】
　水分吸着体２１の水分放出領域４２に対応する部分は、水分が放出されて乾燥するとと
もに、温度が上昇する。この温度が上昇し、かつ乾燥した水分吸着体２１の対応部分は、
水分吸着体２１の回転とともに、水分放出領域４２から水分吸着領域３２に移動し、上述
した動作を繰り返す。
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【００５２】
　つまり、上記除湿空調装置１０において、空気供給ユニット３０は、導入した処理空気
を冷却器３１で冷却し、冷却した処理空気を水分吸着領域３２に通過させることにより水
分吸着体２１に水分を吸着させて除湿し、除湿した処理空気を対象室内部に供給している
。また、空気放出ユニット４０は、再生空気を加熱して水分放出領域４２に通過させるこ
とにより水分吸着体２１から水分を放出させている。これにより、対象室内部を換気、除
湿している。
【００５３】
　このような除湿運転を行う除湿空調装置１０では、更に次のような駆動制御（除湿量調
整制御）が行われる。図４は、除湿空調装置１０を構成するコントローラ５０が実施する
処理内容を示すフローチャートである。この図４を適宜参照しながら、除湿空調装置１０
が除湿運転を行う際の除湿量調整制御について説明する。
【００５４】
　除湿量調整制御においてコントローラ５０は、目標除湿量算出処理を行う（ステップＳ
１００）。この目標除湿量算出処理について説明する。
【００５５】
　図５に示すように、コントローラ５０は、入力部１５を通じて入力された湿度調整指令
が入力処理部５１を通じて入力処理されたか否かを判断し（ステップＳ１０１）、入力処
理されていない場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ）には、後述する処理を実施せずに手順を
リターンさせて今回の処理を終了する。一方、入力処理された場合には（ステップＳ１０
１：Ｙｅｓ）、入力処理部５１を通じて温湿度センサＳ１にて検知された温度および湿度
に関する情報を入力処理する（ステップＳ１０２）。
【００５６】
　入力処理部５１を通じて温湿度センサＳ１より温度および湿度に関する情報を入力処理
したコントローラ５０は、算出処理部５２を通じて、入力処理部５１を通じて入力処理さ
れた湿度調整指令に含まれる湿度情報と、同じく入力処理部５１を通じて入力処理された
温湿度センサＳ１の検知湿度情報とから目標除湿量を算出する（ステップＳ１０３）。よ
り詳細には、検知湿度情報、すなわち水分吸着領域３２を通過する直前の処理空気の湿度
値から湿度調整指令に含まれる湿度値を減算して目標除湿量を算出する。かかるステップ
Ｓ１０３を実施したコントローラ５０は、手順をリターンさせて今回の処理を終了する。
【００５７】
　このようにして目標除湿量算出処理を実施したコントローラ５０は、図４に示すように
、回転数・再生空気温度選択処理を行う（ステップＳ２００）。この回転数・再生空気温
度選択処理について説明する。尚、以下の説明においては、上記説明との整合性を図る観
点から、ステップＳ１０２で検知された処理空気の湿度は１４ｇ／ｋｇ－ＤＡで、温度は
２５℃であったものとし、ステップＳ１０３で算出された目標除湿量は、４ｇ／ｋｇ－Ｄ
Ａであったものとする。また、再生空気の温度は、５０℃、６０℃および６５℃のいずれ
かに設定されるものとする。
【００５８】
　図６に示すように、コントローラ５０は、目標除湿量を算出したか否かを判断し（ステ
ップＳ２０１）、目標除湿量を算出していない場合には（ステップＳ２０１：Ｎｏ）、後
述する処理を実施することなく手順をリターンさせて今回の処理を終了する。
【００５９】
　一方、目標除湿量を算出した場合には（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、演算処理部５３
を通じてメモリ６０から回転数除湿量関係情報の読み出しを行う（ステップＳ２０２）。
より詳細には、ステップＳ１０２で入力処理部５１を通じて入力処理された温湿度センサ
Ｓ１の検知湿度（１４ｇ／ｋｇ－ＤＡ）に対応する関係情報の読み出しを行う（図３参照
）。
【００６０】
　メモリ６０から回転数除湿量関係情報の読み出しを行ったコントローラ５０は、同じく
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演算処理部５３を通じて必要エネルギー量の演算を行う（ステップＳ２０３）。かかる必
要エネルギー量の演算について説明する。
【００６１】
　コントローラ５０は、まず、ステップＳ１０３で算出した目標除湿量（４ｇ／ｋｇ－Ｄ
Ａ）に対応する各点（イ、ロ、ハ、ニ）の熱エネルギーＱ（ｋＪ／ｋｇ）を上記式（１）
から求める。これにより、温度２５℃、絶対湿度１４ｇ／ｋｇ－ＤＡの空気を５０℃、６
０℃および６５℃に上げるのに必要な熱エネルギーは、点イの場合は４１ｋＪ／ｋｇ、点
ロの場合は３６ｋＪ／ｋｇ、点ハおよび点ニの場合は２５ｋＪ／ｋｇとなり、空気重量を
１．２ｋｇ／ｍ３、空気の流量を８０ｍ３／ｈｒとすると、それぞれ設定の再生空気の温
度を得るために必要なエネルギーは、点イの場合は１１００Ｗ、点ロの場合は９６０Ｗ、
点ハおよび点ニの場合は６７０Ｗとなる。
【００６２】
　次に、各点（イ、ロ、ハ、ニ）での回転数を得るのに必要なエネルギーを上記式（２）
より求める。これにより、点イの場合は３９Ｗ、点ロの場合は４５Ｗ、点ハの場合は６３
Ｗ、点ニの場合は１０５Ｗとなる。
【００６３】
　そして、再生空気の温度を得るために必要なエネルギーと、回転数を得るのに必要なエ
ネルギーとを各点ごとに加算して、それぞれの点における必要なエネルギーを演算する。
つまり、点イの場合には１１００Ｗに３９Ｗを加算して必要エネルギー量は１１３９Ｗ、
点ロの場合には９６０Ｗに４５Ｗを加算して必要エネルギー量は１００５Ｗ、点ハの場合
には６７０Ｗに６３Ｗを加算して必要エネルギー量は７３３Ｗ、点ニの場合には６７０Ｗ
に１０５Ｗを加算して必要エネルギー量は７７５Ｗと演算する。
【００６４】
　必要エネルギー量を演算したコントローラ５０は、選択処理部５４を通じて、必要エネ
ルギー量が最小となる回転数および再生空気温度を択一的に選択する（ステップＳ２０４
）。すなわち、必要エネルギー量が最小となるのは、点ハの場合であり、これにより、回
転数は２１ｒｐｈ、再生空気温度は５０℃と選択する。かかる選択を実施したコントロー
ラ５０は、手順をリターンさせて今回の処理を終了する。
【００６５】
　このようにして回転数・再生空気温度選択処理を実施したコントローラ５０は、図４に
示すように、回転数調整処理および加熱量調整処理を行う（ステップＳ３００，ステップ
Ｓ４００）。これら回転数調整処理および加熱量調整処理について説明する。回転数調整
処理を先に説明する。
【００６６】
　図７に示すように、コントローラ５０は、回転数・再生空気温度を選択したか否かを判
断し（ステップＳ３０１）、回転数・再生空気温度を選択していない場合には（ステップ
Ｓ３０１：Ｎｏ）、後述する処理を実施することなく手順をリターンさせて今回の処理を
終了する。
【００６７】
　一方、回転数・再生空気温度を選択した場合には（ステップＳ３０１：Ｙｅｓ）、モー
タ２２駆動処理を通じて選択された回転数でモータ２２を駆動させ（ステップＳ３０２）
、その後に手順をリターンさせて今回の処理を終了する。これによれば、水分吸着体２１
は、新たに設定された回転数（２１ｒｐｈ）で回転することになる。
【００６８】
　図８に示すように、コントローラ５０は、回転数・再生空気温度を選択したか否かを判
断し（ステップＳ４０１）、回転数・再生空気温度を選択していない場合には（ステップ
Ｓ４０１：Ｎｏ）、後述する処理を実施することなく手順をリターンさせて今回の処理を
終了する。
【００６９】
　一方、回転数・再生空気温度を選択した場合には（ステップＳ４０１：Ｙｅｓ）、加熱
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源駆動処理部５６を通じて加熱源４４を駆動させる（ステップＳ４０２）。そして、入力
処理部５１を通じて温度センサＳ２より検知温度に関する情報を入力処理したか否かを確
認し（ステップＳ４０３）、検知温度に関する情報を入力処理した場合には（ステップＳ
４０３：Ｙｅｓ）、検知温度がステップＳ２０４で選択された再生空気温度（５０℃）に
達しているか否かを確認し（ステップＳ４０４）、検知温度が再生空気温度に達していな
い場合には（ステップＳ４０４：Ｎｏ）、ステップＳ４０２およびステップＳ４０３の手
順を繰り返す。
【００７０】
　検知温度が再生空気温度に達している場合には（ステップＳ４０４：Ｙｅｓ）、加熱源
４４の駆動状態を保持して（ステップＳ４０５）、手順をリターンさせて今回の処理を終
了させる。これによれば、水分放出領域４２を通過する直前の再生空気の温度を、新たに
設定された温度（５０℃）にすることができる。
【００７１】
　このようにして回転数調整処理および加熱量調整処理を実施したコントローラ５０は、
今回の処理を終了する（図４参照）。
【００７２】
　以上説明したように、本発明の実施の形態における除湿空調装置１０では、コントロー
ラ５０が、湿度調整指令が与えられた場合に、該湿度調整指令に含まれる湿度情報と、温
湿度センサＳ１により検知された湿度情報とに基づいて目標除湿量を算出し、算出した目
標除湿量と、温湿度センサＳ１により検知された温度情報と、メモリ６０に予め設定して
ある再生空気の温度ごとの除湿ロータ２０の回転数と除湿量との回転数除湿量関係情報と
から必要エネルギー量を演算し、演算した必要エネルギー量が最小となる回転数および再
生空気温度を択一的に選択して、除湿ロータ２０の回転数および加熱器４１による加熱量
の制御を行うので、良好な運転効率で所望の除湿量に調整することができ、これにより、
省エネルギー化を図ることができる。尚、本制御におけるエネルギー算出式はこれに限っ
たものではなく、装置の大型化、構成変更等をした場合には、熱エネルギー算出式、除湿
ロータの駆動エネルギー算出式を適宜設定する必要がある。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　以上のように、本発明は、規模に応じて算出式を適宜設定することにより、例えばスー
パーマーケット、コンビニエンスストア、ショッピングセンター等の店舗に適用され、店
舗内への外気導入による換気、除湿、空気調和の各機能を有する除湿空調装置として有用
である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の実施の形態における除湿空調装置の構成を模式的に示した模式図である
。
【図２】図１に示した除湿空調装置の制御系を模式的に示すブロック図である。
【図３】メモリに記憶される回転数除湿量関係情報の一例を示す図表である。
【図４】図２に示したコントローラが実施する除湿用調整制御の処理内容を示すフローチ
ャートである。
【図５】図４に示した目標除湿量算出処理の処理内容を示すフローチャートである。
【図６】図４に示した回転数・再生空気温度選択処理の処理内容を示すフローチャートで
ある。
【図７】図４に示した回転数調整処理の処理内容を示すフローチャートである。
【図８】図４に示した加熱量調整処理の処理内容を示すフローチャートである。
【図９】除湿ロータの回転数と除湿量との一般的な関係を示す図表である。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　　　除湿空調装置



(11) JP 4844498 B2 2011.12.28

10

　２０　　　除湿ロータ
　２１　　　水分吸着体
　２２　　　モータ
　３０　　　空気供給ユニット
　３２　　　水分吸着領域
　４０　　　空気放出ユニット
　４１　　　加熱器
　４２　　　水分放出領域
　４４　　　加熱源
　５０　　　コントローラ
　５１　　　入力処理部
　５２　　　算出処理部
　５３　　　演算処理部
　５４　　　選択処理部
　５５　　　モータ駆動処理部
　５６　　　加熱源駆動処理部
　６０　　　メモリ
　Ｓ１　　　温湿度センサ
　Ｓ２　　　温度センサ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(12) JP 4844498 B2 2011.12.28

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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