
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

換気システム。
【請求項２】

が設定された風量にな
るような換気駆動指令信号を生成し、 換気駆動指令信号を 基準換気装置に対応す
るチャンネルの通電率制御回路により 基準換気装置への給電を

個別の他のチャンネルの通電率制御回路により 換気駆動指令信号に基
づき

換気システム。
【請求項３】
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建物内の部屋に設けられた排気風量可変のダクト無しの排気用換気装置と、
前記部屋とは別の部屋に設けられ、前記排気用換気装置に帰還機能が設けられた基準換気
装置と、
前記帰還機能からの信号を受け取り、前記基準換気装置の排気風量が一定となるように制
御し、前記排気用換気装置の排気風量が前記基準換気装置と同じ排気風量となるように前
記排気用換気装置に入力される電力量を制御する制御装置とを備える

建物内の部屋に設けられた排気風量可変のダクト無しの排気用換気装置と、
前記部屋とは別の部屋に設けられ、前記排気用換気装置に帰還機能が設けられた基準換気
装置と、
前記帰還機能からの信号を受け取り、前記基準換気装置の排気風量

前記 前記
前記 排気風量が一定となる

ように制御し、 前記
前記排気用換気装置の排気風量が前記基準換気装置と同じ排気風量となるように前記

排気用換気装置に入力される電力量を制御する制御装置とを備える

建物内の部屋に設けられた排気風量可変のダクト無しの排気用換気装置と、



電源のノッチを

基準換気装置と 異
る

換気システム。
【請求項４】

乾燥・暖
房装置 設け 、

乾燥・暖房装置の暖房運転時には 排気用換気装
置の運転を停止させるように こと特徴とする 換気システム
。
【請求項５】

商用電源
端子から給電され、内蔵のリレーにより動作して 浴室の乾燥や暖房を行なう乾燥・暖
房装置 設け 、

ことを特徴とす
る 換気システム。
【請求項６】

燥・暖房装置の運転時間を数種の基準時間として設定できる時間設定手段を
設定された基準時間を標準として指示する標準指示スイッチ

と、基準時間 時間を指示する長め指示スイッチと、基準時間 時間を指示
する短め指示スイッチとを ことを特徴とする

換気システム。
【請求項７】

主電源スイッチ
を ことを特徴とする

換気システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、気密住宅における多室を換気する換気システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　通常の住宅では建物自体にある程度の隙間が存在するため、住宅の換気については排気
を主体に考えればよく、極一般に行なわれているように空気の汚濁しやすい台所やトイレ
や浴室などの部屋にそれぞれ排気用換気扇を設置する仕方で対応することができる。勿論
、特定の部屋について特開昭６０―６２５４０号公報に示されているように給気について
も配慮し、給排気全体として快適な換気環境を形成する換気装置ないしは換気制御装置も
ある。
【０００３】
　しかしながら快適性の向上や省エネの追求から、近年において急速に発展してきた高気
密で高断熱の住宅では、上記したような排気中心の単純な換気や、個別の部屋についての
換気では快適な換気環境は得られない。こうした住宅では住宅全体をサニタリーゾーン等
に設置した換気装置で行なうような快適な換気環境を形成するためのいくつかの試みがな
されている。例えば実開平３―１０７６３８号公報には、住宅全体における排気を浴室や
トイレから行ない、住宅における給気を居間などから行なうような換気システムが示され
ている。即ち、住宅全体において空気の汚れにくいゾーンから汚れ易いゾーンへと空気の
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前記部屋とは別の部屋に設けられ、前記排気用換気装置に帰還機能が設けられた基準換気
装置と、
前記帰還機能からの信号を受け取り、前記基準換気装置の排気風量が一定となるよう給電
するために 制御し、前記ノッチで排気用換気装置に給電するように制御す
る制御装置と、
前記 同じノッチで給電すると排気風量が前記基準換気装置の排気風量と
な 排気用換気装置に、排気風量が前記基準換気装置と同じ排気風量となるように給電の
電圧を変化させる抵抗素子とを備える

排気用換気装置の設けられる部屋の少なくとも一室は浴室であり、前記浴室には
が られ

制御装置は、前記 前記浴室内に設けられた
制御する 請求項１乃至３記載の

排気用換気装置の設けられる部屋の少なくとも一室は浴室であり、前記浴室には
前記

が られ
制御装置は、前記リレーへ連動出力を接点出力で出力するリレーを備える

請求項１乃至３記載の

乾 有する制御
装置を遠隔操作するために、

より長い より短い
有するリモコンを備える 請求項４乃至５記載

の

基準換気装置、排気用換気装置及び制御装置の給電及び断電をするための
制御装置に設け、前記主電源スイッチが室内に露出できるようにする

請求項１乃至６記載の



流れを形成し、住宅全体の換気を行なう仕方である。
【０００４】
　この換気システムを適用する住宅では各部屋毎に通気経路が確保される。そして、各ゾ
ーンの空気のクリーン度に応じてクリーン度の高いゾーンの部屋には給気用換気扇が、ク
リーン度の低いゾーンの部屋には排気用換気扇がそれぞれ設置される。これにより、排気
口と給気口とは必要部分のみに限られるため、住宅の気密性はそれ程低下しないで済む。
【０００５】
　このような自然換気に頼れない高気密住宅では、快適な換気環境の形成が換気システム
に依存しているため、換気システムは常時機能するものとなる。従って、こうした換気シ
ステムでは利用者に対する種々の面での負担がかかり易い。即ち、維持費が嵩んだり、定
常的な騒音や換気による肌寒さを覚えるといったことを伴い勝ちで、こうした利用者への
負担を低減することが重要な課題となる。
【０００６】
　例えば、制御による手法を使って常時必要最少限の換気風量を維持するようにすれば、
維持費も騒音も低減する。これを実現した換気装置が特開平７―１５１３６３号公報や特
開平６―０６６４３８号公報に開示されている。これは図１２に示すように複数の吸気構
造１０１を有する送風装置１０２を使い、その各吸気構造１０１を並列関係に給気の可能
な個々の室内とダクトによりそれぞれ個別に連通させ、その内の一つについてはその吸気
構造１０１に対する風量を一定にするように送風装置１０２の送風機を制御するものであ
る。
【０００７】
　この種の換気装置は、ダンパとの組合わせにより風量の切換えも可能になっており、高
気密住宅の多室を快適に換気するには有効なものである。しかしながら、換気装置により
住宅全体の換気システムを構築するには広範に及ぶダクト工事が不可欠であり、集合住宅
やビル等においてはダクトの配設もさほど問題にならないが、戸建住宅ではおおきな問題
となり、適応し難いといった問題がある。このような問題を解消すべく工夫された簡易性
のある換気装置もある。
【０００８】
　これは、建物の壁構造を貫くスリーブに装着できるように構成した換気装置であり、換
気装置内の通風路にはオリフィスが設けられている。このオリフィスの下流側と上流側と
の圧力差を検出する圧力センサーが設けられ、圧力センサーの出力信号と設定手段からの
設定信号を比較し、圧力センサーの出力信号と設定信号との差が無くなるような制御が行
なわれるように構成されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　上記のような目標とする換気風量で換気できる換気装置を使って、住宅全体の多室を換
気する換気システムを構成する場合、圧力センサーを介して風量がモニターされている換
気装置を基準換気装置として位置付け、他の部屋のその他の換気装置をこの基準換気装置
と同一ノッチの電源で駆動させるようにすると、他の換気装置も基準換気装置と同等の換
気風量で運転され、制御系が簡素になり都合がよい。しかしながら、基準換気装置と他の
換気装置の風量特性が同じ場合には問題はないものの、基準換気装置と他の換気装置の風
量特性が異る場合には、基準換気装置と他の換気装置とでは異る換気風量で運転されるこ
とになり、定風量での換気が行なわれ得なくなってしまう。
【００１０】
　本発明は、上記した従来の問題点を解消するためになされたもので、その課題とすると
ころは、気密性のある戸建住宅にも容易に適用でき、風量特性の異る排気用換気装置であ
っても対応することが可能な柔軟性のある換気システムを得ることであり、その換気シス
テムに他の機器との協調性や安全性を付与することであり、その換気システムの使い易さ
の向上や施工性の向上を推進することである。
【００１１】
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【課題を解決するための手段】
　

。
【００１２】
　

が設定された風量になるような換気駆動指
令信号を生成し、換気駆動指令信号を基準換気装置に対応するチャンネルの通電率制御回
路により基準換気装置への給電を 個別の他のチャン
ネルの通電率制御回路により換気駆動指令信号に基づき

。
【００１３】
　

電源のノ
ッチを 基準換気
装置と 異 る

。
【００１４】
　 乾燥
・暖房装置 設け 、 乾燥・暖房装置の暖房運転時には

排気用換気装置の運転を停止させるように 。
【００１５】
　 商
用電源端子から給電され、内蔵のリレーにより動作して浴室の乾燥や暖房を行なう乾燥・
暖房装置 設け 、

。
【００１６】
　 燥・暖房装置の運転時間を数種の基準時間として設定できる時間設定手
段を 設定された基準時間を標準として指示する標
準指示スイッチと、基準時間 時間を指示する長め指示スイッチと、基準時間

時間を指示する短め指示スイッチとを 。
【００１７】
　
主電源スイッチを 。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
実施の形態１
　図１～図６はこの実施の形態１を示すもので、そのうちの図１は実施の形態１の換気シ
ステムを適用したモデルとしての戸建の気密住宅の構成を示したものであり、図２は換気
システムの制御装置の構成図である。このモデル住宅は図１に示すように換気システムを
分り易く説明するためのものであり、実際の住宅を抽象化して示している。即ち、廊下１
を挟んでトイレ２と洗面所３と浴室４とからなるゾーンと、三部屋の居室５，６，７から
なるゾーンがある。
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建物内の部屋に設けられた排気風量可変のダクト無しの排気用換気装置と、部屋とは別
の部屋に設けられ、排気用換気装置に帰還機能が設けられた基準換気装置と、帰還機能か
らの信号を受け取り、基準換気装置の排気風量が一定となるように制御し、排気用換気装
置の排気風量が基準換気装置と同じ排気風量となるように排気用換気装置に入力される電
力量を制御する制御装置とを備える

建物内の部屋に設けられた排気風量可変のダクト無しの排気用換気装置と、部屋とは別
の部屋に設けられ、排気用換気装置に帰還機能が設けられた基準換気装置と、帰還機能か
らの信号を受け取り、基準換気装置の排気風量

排気風量が一定となるように制御し、
排気用換気装置の排気風量が基準

換気装置と同じ排気風量となるように排気用換気装置に入力される電力量を制御する制御
装置とを備える

建物内の部屋に設けられた排気風量可変のダクト無しの排気用換気装置と、部屋とは別
の部屋に設けられ、排気用換気装置に帰還機能が設けられた基準換気装置と、帰還機能か
らの信号を受け取り、基準換気装置の排気風量が一定となるよう給電するために

制御し、ノッチで排気用換気装置に給電するように制御する制御装置と、
同じノッチで給電すると排気風量が基準換気装置の排気風量と な 排気用換気装

置に、排気風量が基準換気装置と同じ排気風量となるように給電の電圧を変化させる抵抗
素子とを備える

また、排気用換気装置の設けられる部屋の少なくとも一室は浴室であり、浴室には
が られ 制御装置は、 浴室内に設けられ

た 制御する

さらに、排気用換気装置の設けられる部屋の少なくとも一室は浴室であり、浴室には

が られ 制御装置は、リレーへ連動出力を接点出力で出力するリレーを備え
る

またさらに、乾
有する制御装置を遠隔操作するために、

より長い より
短い 有するリモコンを備える

さらにまた、基準換気装置、排気用換気装置及び制御装置の給電及び断電をするための
制御装置に設け、主電源スイッチが室内に露出できるようにする



【００１９】
　全ての部屋はその少なくとも一面が屋外に臨んでおり、それぞれ廊下１にガラリ等によ
り通気可能に連絡している。トイレ２と洗面所３と浴室４は住居において空気が汚れやす
い部屋であり、これらを総称してダーティゾーンとも称す。また、居室５，６，７はそれ
程空気が汚れることのない部屋であり、これらを総称してクリーンゾーンとも称す。
【００２０】
　クリーンゾーンの各居室５，６，７にはそれぞれ個別に外気を取り込むための給気用換
気装置８が設けられ、個別のスイッチ９により運転・停止が可能になっている。これらの
各給気用換気装置８は、壁を貫くスリーブに差込み装着すればよい取付けの容易なパイプ
用換気扇で構成されていて、停止時でも通気可能なシャッタの無いものがよい。一方、ダ
ーティゾーンのトイレ２、洗面所３、浴室４にはそれぞれ個別に屋外へ室内空気を排気す
る排気用換気装置１０が設けられている。これらの各排気用換気装置１０も、壁を貫くス
リーブに差込み装着すればよい取付けの容易なパイプ用換気扇で構成されている。
【００２１】
　即ち、この住宅の全ての部屋はそれぞれ給気及び排気による換気を可能に構成され、住
居内に常に一定量の通風が確保される。ダーティゾーンのトイレ２、洗面所３、浴室４は
、それぞれ排気を強制的に行なうように設定され、そのために設けられた各排気用換気装
置１０は、風量可変のものが適用されている。
【００２２】
　浴室４には、循環用送風機１１と加熱ヒータ１２とを備えた乾燥・暖房装置１３が排気
用換気装置１０との連動運転を可能に設置されている。各排気用換気装置１０の運転は例
えば洗面所３の天井等、操作しやすい建物内の場所に設けられた制御装置１４によって制
御される。この制御装置１４は、換気リモコン１５と乾燥・暖房リモコン１６とにより遠
隔操作される。なお、換気リモコン１５は排気による換気系を操作するためのもので、乾
燥・暖房リモコン１６は浴室の乾燥・暖房装置１３を操作するものである。制御装置１４
には換気システムの主電源スイッチ１７が内蔵され、この主電源スイッチ１７の閉開によ
り換気システムへの給電と断電が行なわれる。これにより、制御装置１４とは別に換気シ
ステムの主電源スイッチを設ける必要がなくなり、換気システムの構成の簡素化と施工性
の改善を図ることができる。
【００２３】
　排気用換気装置１０のうちの特定の一つ（この実施の形態１ではトイレ２に備えたもの
である）は、特に基準換気装置１０ａとして位置付けられるものであり、本体の風路にモ
ーター１８と羽根１９を組み込んだ構成で、その風路にはモーター１８の外周を囲むよう
にオリフィスが設けられている。本体は壁に設けられたスリーブに差し込み固定され、そ
の前面にはグリルが装着されている。この排気用換気装置（以降、基準換気装置とも称す
る）１０ａのオリフィスの上流側と下流側には本体の一部に取り付けられた差圧センサー
２０の二本の圧力検出管の一端がそれぞれ臨んでいる。この差圧センサー２０はオリフィ
スの上流側と下流側との圧力差を検知し制御装置１４に差圧信号を出力する。この出力は
この基準換気装置１０ａを通過する風量に符合する。
【００２４】
　制御装置１４は換気制御回路２１と駆動回路２２とにより構成され、基準換気装置１０
ａにおける差圧センサー２０の差圧信号が信号線２３により換気制御回路２１に帰還され
る。換気制御回路２１は差圧信号と予め設定された設定信号とを比較し、差圧センサー２
０の差圧信号と設定信号との差が無くなるような制御信号としての換気駆動指令信号を生
成し、駆動回路２２へ信号線２４を介して出力する。駆動回路２２は、各排気用換気装置
１０に対応するチャンネル数（この実施の形態１では三チャンネルである）の通電率制御
回路２５を有し、各通電率制御回路２５は、換気駆動指令信号に応じて、電源２７を独立
に通電制御しｃｈ１電源線２８、ｃｈ２電源線２９、ｃｈ３電源線３０にそれぞれ出力し
、対応する排気用換気装置１０，１０ａをその出力に応じて運転させる。
【００２５】
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　ここで、風量の帰還を行なって運転しているのは基準換気装置１０ａのみである。他の
排気用換気装置１０は、それぞれの通電率制御回路２５によりそれぞれの風量特性に応じ
て基準換気装置１０ａとは異るノッチの電源が供給される。ただし、全ての排気用換気装
置１０，１０ａの風量特性が同一の構成では、結果的には基準換気装置１０ａと他の排気
用換気装置１０とは同一のノッチの電源が供給されることになる。排気用換気装置１０，
１０ａの風量特性が異る場合、基準換気装置１０ａと他の排気用換気装置１０とに同一の
ノッチの電源を供給したとすると、例えば図３に示すように他の排気用換気装置１０は基
準換気装置１０ａとは異る風量で運転してしまうことになり、設定風量での換気は実現し
ないことになる。この実施の形態１の換気システムでは図４に示すように他の排気用換気
装置１０にはそれぞれその風量特性に応じたノッチの電源が供給され、基準換気装置１０
ａと他の排気用換気装置１０との換気風量が均衡され 、
設定風量での換気が実現する。
　

【００２６】
　制御装置１４をマイクロコンピュータで構成すると、各排気用換気装置１０，１０ａの
風量特性の差に柔軟に対応することができるとともに制御装置１４を小型化でき有効であ
るが、駆動回路２２については、図５に示すように電源２７と排気用換気装置１０との間
に抵抗素子３１を挿入し、抵抗素子３１の両端で発生する電圧降下を利用した簡素な回路
構成によっても同等な機能を果たさせることができる。即ち、抵抗素子３１の挿入により
当該排気用換気装置１０に印加される電圧が、基準換気装置１０ａに印加される電圧より
も低くなるので、抵抗素子３１を選定することにより風量特性の差を補償することが可能
になる。
【００２７】
　浴室４の乾燥や暖房を行なう乾燥・暖房装置１３と制御装置１４とは連動信号線３２に
より連系しており、排気用換気装置１０と乾燥・暖房装置１３との連動が可能である。し
かしながら、乾燥・暖房装置１３に対する暖房運転の指示がある場合、制御装置１４は暖
房運転の間においては浴室４の排気用換気装置１０を停止させる。これにより、換気によ
る熱損失を低減できる。乾燥・暖房装置１３に対する乾燥運転の指示がある場合、乾燥に
は湿度の排出が必要であり換気する方が効果的であるから制御装置１４は、浴室４の排気
用換気装置１０を停止させない（図６参照）。
【００２８】
　上記構成の換気システムにおいて、トイレ２の基準換気装置１０ａは制御装置１４によ
り設定された風量になるようにフィードバック制御され、定風量で換気するように常時制
御される。浴室４や洗面所３の排気用換気装置１０も、その風量特性によらず基準換気装
置１０ａと同風量で換気するように制御されることになる。従って、トイレ２の排気風量
の制御により、通常では住宅全体においてクリーンゾーンからダーティゾーンへ向って空
気が流れ、住宅全体が定風量で常時換気されることになる。
【００２９】
　なお、基準換気装置１０ａとしては、洗面所３のものにしても問題はなく、住居におけ
る騒音環境等の観点等から設定すればよい。即ち、この実施の形態１の換気システムは、
ダクト工事が一切不要で、住宅自体の構造を大きく変えることもないので戸建住宅にもコ
ストの高騰を招くことなく容易に適用でき、風量特性が異る排気用換気装置１０，１０ａ
であっても、一つの排気用換気装置１０ａを中核として全体的な換気量の制御ができるの
で、システム自体の構成も簡素でありコストも抑制できる。また、必要最小限の換気量を
的確に維持できるため維持費や騒音などの面での使用者の負担も軽減することができる。
【００３０】
実施の形態２．
　この実施の形態２は、上述の実施の形態１で示した換気システムについて、浴室４の排
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（つまり同じになるようにされ）

なお、風量特性が異なる場合とは、基準換気装置と同じノッチで排気用換気装置に給電
すると排気風量が基準換気装置の排気風量と異なるような場合をいい、排気用換気装置の
ファンの大きさ等に依存するものである。



気用換気装置１０と乾燥・暖房装置１３との連動を、図７，８に示すように制御装置１４
側に設けたリレー３３による接点出力３４により行なうようにしたもので、これに係る構
成以外は実施の形態１のものと同じである。従って、図１はこれを援用するとともに実施
の形態１と同じ部分は同一の符号を用いそれらについての説明は省略する。
【００３１】
　この実施の形態２の換気システムは、図７，８に示すように制御装置１４における乾燥
・暖房装置１３への連動出力部分が、駆動回路２２からの連動指令信号を信号線３５を経
てリレー３３が受けるように構成されている。連動出力端子３６へはリレー３３の接点出
力３４のみが出力され、この連動出力端子３６に図８に示す乾燥・暖房装置１３の連動入
力端子３７とが連動信号線３２で接続される。乾燥・暖房装置１３には連動入力端子３７
の他に商用電源端子３８があり、内蔵のリレー３９により加熱ヒータ１２及び循環用送風
機１１への通電を行なう構成であるが、連動出力端子３６に誤って乾燥・暖房装置１３の
商用電源端子３８が接続されても、連動出力は接点出力であるので、制御装置１４へは過
大な電流は流れず、制御装置１４の破損を防止することができ安全性も向上する。これ以
外の構成及び機能並びに利点は実施の形態１のものと同じである。
【００３２】
実施の形態３．
　この実施の形態３は、浴室４の乾燥・暖房装置１３を操作する乾燥・暖房リモコン１６
と制御装置１４とに関するもので、これに係る構成以外は上述の実施の形態１で示した換
気システムと同じである。従って、図１はこれを援用するとともに実施の形態１と同じ部
分は同一の符号を用いそれらについての説明は省略する。
【００３３】
　この実施の形態３の換気システムは、図９，１０に示すようにマイクロコンピュータで
構成された制御装置１４に乾燥・暖房装置１３の運転時間を、例えば二時間、三時間、四
時間、五時間と数種の基準時間として設定できる時間設定手段４０が設けられている。一
方、乾燥・暖房リモコン１６には、図１０に示すように運転スイッチ４１と、停止スイッ
チ４２の他に乾燥時間に関する標準指示スイッチ４３と長め指示スイッチ４４と短め指示
スイッチ４５の三個のスイッチが配設されている。標準指示スイッチ４３は、設定された
基準時間の乾燥時間を指示し、これにより制御装置１４は乾燥・暖房装置１３を設定され
た標準時間の間運転させる。長め指示スイッチ４４は、設定された基準時間より例えば一
時間長い乾燥時間を指示し、制御装置１４は乾燥・暖房装置１３を設定された標準時間よ
り一時間長く運転させる。短め指示スイッチ４５は、設定された基準時間より例えば一時
間短い乾燥時間を指示し、制御装置１４は乾燥・暖房装置１３を設定された標準時間より
一時間短く運転させる（図１１参照）。
【００３４】
　これにより、四種の標準時間に対してそれぞれ三通りの時間設定ができ、この実施の形
態３の場合には、重なり合う時間を除けば六通りの乾燥時間を設定することができる。こ
れにより、少ないスイッチで設定幅の広い時間設定ができる乾燥・暖房リモコン１６が構
成でき、スイッチを何度も押して時間設定をするなどの使い難さを解消することができ、
使い易さと操作性が向上する。これ以外の構成及び機能並びに利点は実施の形態１のもの
と同じである。
【００３５】
【発明の効果】
　 気密性の
ある戸建住宅 易に適用でき、風量特性の 排気用換気装置であっても対応する
ことが可能な融通性のある換気システムが得られる。
【００３６】
　 浴室の乾燥や暖房を行なう乾燥・暖房装置と協調性を持ち、熱損失を抑えること
のできる換気システムが得られる。
【００３７】
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広範に及ぶダクト工事が不要で、建物自体の構造を大きく変えることもなく、
にも容 異なる

また、



　 浴室の乾燥や暖房を行なう乾燥・暖房装置と連系の際の換気システムの安全性
を向上させることができる。
【００３８】
　 、換気システムの使い易さが向上する。
【００３９】
　 、換気システムの施工性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１の換気システムを適用した住宅とともに示す構成図である。
【図２】　実施の形態１の換気システムの制御装置の構成を示す構成図である。
【図３】　実施の形態１の換気システムの動作を比較説明するための動作説明図である。
【図４】　実施の形態１の換気システムの動作を説明する動作説明図である。
【図５】　実施の形態１の換気システムの制御装置の他の態様を部分的に示す回路構成図
である。
【図６】　実施の形態１の換気システムの動作説明図である。
【図７】　実施の形態２の換気システムを示す部分構成図である。
【図８】　実施の形態２の換気システムにおける乾燥・暖房装置の構成を示す構成図であ
る。
【図９】　実施の形態３の換気システムにおける時間設定手段を示す説明図である。
【図１０】　実施の形態３の換気システムにおける乾燥・暖房リモコンを示す正面図であ
る。
【図１１】　実施の形態３の換気システムにおける時間設定の態様を示す説明図である。
【図１２】　従来の換気装置を示す構成図である。
【符号の説明】
　２　トイレ
　３　洗面所
　４　浴室
　５　居室
　８　給気用換気装置
　１０　排気用換気装置
　１０ａ　排気用換気装置（基準換気装置）
　１３　乾燥・暖房装置
　１４　制御装置
　１６　乾燥・暖房リモコン
　１７　主電源スイッチ
　２０　差圧センサー
　２１　換気制御回路
　２２　駆動回路
　２５　通電率制御回路
　２７　電源
　２８　ｃｈ１電源線
　２９　ｃｈ２電源線
　３０　ｃｈ３電源線
　３１　抵抗素子
　３２　連動信号線
　３３　リレー
　３６　連動出力端子
　３８　商用電源端子
　３９　リレー
　４０　時間設定手段
　４３　標準指示スイッチ
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さらに、

またさらに

さらにまた



　４４　長め指示スイッチ
　４５　短め指示スイッチ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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