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序 デシカント空調システムの特徴
< 第1部 基礎理論 >
第1章 固体式デシカント空調システムの基礎
第2章 固体式デシカント空調システムのシミュレーション技術
第3章 液式デシカント空調システムの基礎
第4章 液式デシカント空調システムのシミュレーション事例
< 第2部 最新技術 >
第5章 吸着材料
第1節 高分子収着剤
1. 高分子収着剤の特徴
2. 高分子収着剤を使用した様々なデシカント空調用素子
第2節 メソポーラスシリカ
1. 概要
2. メソポーラスシリカの水蒸気吸着・脱着の平衡特性
3. メソポーラスシリカの水蒸気吸着・脱着の動特性
4. 氷点下における水蒸気吸着・脱着特性
第3節 ハスクレイ
1. 粘土系材料における水蒸気吸着性能
2. ハスクレイの合成と構造 3. ハスクレイの性質
第4節 ゼオライト系吸着材 AQSOA(R)
1. ゼオライト系吸着材AQSOA(R)の概要
2. AQSOA(R)の特性 3. 除湿用途への適用
第5節 メタルシリケートロータ
1. メタルシリケートロータの製法
2. メタルシリケートロータと塩化リチウム乾式ロータの性能比較
3. デシカントロータの理想的吸着特性の検討
4. メタルシリケートロータの最適化
第6章 構成要素
第1節 固体式用ロータ型除湿機
1. ロータ型除湿機 2. ハニカムロータ型除湿機の原理と構造
3. 使用方法による性能向上について 4. 再生温度と除湿能率
5. 除湿限界とシステムの工夫による除湿能力向上の可能性
6. ロータ型除湿機の飛躍的高性能化の可能性
第2節 熱交換器一体型ヒートポンプデシカント外調機
1. 従来のデシカント空調機の課題
2. 直接冷却吸着,直接加熱再生
3. 熱交換器一体型デシカントデバイス
4. 熱交換器一体型ヒートポンプデシカント外調機の作動原理
5. 熱交換器一体型ヒートポンプデシカント外調機仕様
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第3節 バッチ式,流動層式除湿機
1. バッチ式除湿機
2. 流動層式除湿機
第4節 液式用流下液膜式除湿器
第5節 気化式冷却器
1. 気化式冷却器の動作理論と原理
2. 気化式冷却器の種類 3. 気化式冷却器の性能向上とその方策
4. 気化式冷却器の歴史
5. デシカント空調システムにおける気化式加湿器の役割
6. 気化式冷却器のその他の利用法
7. ハニカムクーラーの使用上の留意点
第6節 エンタルピーホイール
1. エンタルピーホイール(以下全熱交換器)とは
2. 全熱交換器の原理と構造 3. 全熱交換器の省エネルギー効果
4. 全熱交換器の性能 5. 潜熱交換機能を付加する方法
6. 顕熱交換器の潜熱交換 7. イオン吸着式全熱交換器
第7章 活用事例
第1節 デシカント空調システムの活用分野
1. 食品スーパー
2. 病院
3. 映画館 4. 温水プール
5. 食品工場
6. 溶銑炉 7. 老健施設
8. 教育施設
9. 農産物などの乾燥
第2節 再生可能エネルギーの活用
1. 太陽熱,太陽光,風力を利用したデシカント空調システム
2. 太陽熱を利用した小型デシカントユニット
3. 太陽熱を利用した除湿・冷却システム
第3節 排熱の活用
1. 産業別の排熱 2. デシカントロータの選定
3. 工業炉の排熱を利用した燃焼空気除湿システム
4. 食品工場の排熱を利用した除湿(乾燥)システム
5. 氷蓄熱空調システムの排熱を利用した空調システム
第4節 農業分野での活用
1. 農作物の環境管理 2. 温湿度調整システムの検討
3. デシカント剤の低温再生実験
第5節 稚内層珪質頁岩デシカントローターを用いた潜顕熱分離空調の実例
1. 吸着材としての稚内層珪質頁岩の特徴
2. 稚内層珪質頁岩を含有するデシカントハニカムローターの製作
3. デシカント換気ユニットの開発 4. 冷房実証試験
第6節 ハイブリッド空調システム
1. 開発システム概要 2. 実証試験概要
3. 省エネ建築物(グリーンビルディング)設置時の性能予測
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第7節 ノンフロストシステム
1. デシカントロータの吸脱着特性
2. ハイブリッドエアコンシステムの夏季ノンドレイン運転
3. ハイブリッドエアコンシステムの冬季ノンフロスト運転
4. ハイブリッドシステムのAPF評価方法の提案
第8節 低露点での活用
1. 露点温度別産業分野利用形態
2. ドライクリーンルームの設計概要
3. ドライルーム使用上の留意点
第9節 老人ホーム,病院でのリキッドの活用
1. 活用の現状
第10節 オフィスビルでのデシカント空調の活用
1. デシカント空調を導入したオフィスビルの概要
2. 常温再生型デシカント空調機の概要
3. 常温再生域におけるデシカントロータの性能評価
4. オフィスビルにおける常温再生型デシカント空調機の性能評価
第11節 住宅でのデシカント空調の活用
1. 住宅で用いられるデシカント空調機
2. 熱交換器一体型ヒートポンプデシカント外調機の実証評価
第12節 低温環境下におけるデシカントの活用
1. 冷凍冷蔵倉庫での活用事例 2. スケート場での活用事例
第13節 スーパーマーケットへの適用
1. 代表的システム 2. 実施例(店舗)
3. 実施例(バックヤード)
4. 低温熱駆動Solid DesiccantとLiquid Desiccant
5. クリーン効果
第8章 デシカント空調システムの今後の展開
第1節 新エネルギー戦略としてのZEB,スマート化に
おける役割
1. 大きな軌道修正を求められた我が国のエネルギー戦略
2. ゼロ・エネルギー・ビルに向けた動き
3. デシカント空調の位置づけ,役割
4. ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルへの適用例
5. デシカント空調の今後への期待
第2節 次世代自動車への適用
1. エンジンからモーターへ
2. 快適・健康空調について
3. 特色あるデシカント調湿技術の紹介
4. 次世代自動車向けデシカント装置について
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