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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱源機と接続して熱源機から供給される温水が循環する暖房用温水管路と、暖房用温水
管路に配置された温風を発生するための温風用熱交換器と、暖房用温水管路に接続された
ミスト加熱用管路と、浴室内にミストサウナ用の温水をミスト状に噴霧するミストノズル
と、ミストノズルに上水を供給するミスト用給水管路と、ミスト用給水管路に配置されて
給水を開閉する給水開閉弁と、給水開閉弁とミストノズルとの間でミスト用給水管路に接
続してミスト用給水管路の水を抜くためのミスト用排水管路と、ミスト用排水管路に配置
されて排水を開閉する排水開閉弁と、ミスト加熱用管路を流れる温水でミスト用給水管路
を流れる水を加熱するためにミスト加熱用管路とミスト用給水管路との間に設けられたミ
スト用熱交換器とを備え、熱源機からの試運転指令により、給水開閉弁と排水開閉弁とを
開いてミスト用給水管路のエアーのパージをすると共にミスト用給水管路への水張りを行
って排水開閉弁を閉じ、一方暖房用温水管路とミスト加熱用管路に水張りを行い、次いで
暖房運転を行って温風用熱交換器で温風を発生すると共にミストノズルから温水の噴霧を
行い、この試運転により運転が正常か否かの判定を行うようにしたことを特徴とするミス
トサウナ機能付き浴室暖房乾燥機。
【請求項２】
　ミスト用給水管路にミスト用熱交換器で加熱されたミスト用の温水の温度を検出するミ
スト温水サーミスタを設け、上記試運転の暖房運転時のミスト用の温水の温度上昇を検出
して運転が正常か否かを判定するようにしたことを特徴とする請求項１記載のミストサウ
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ナ機能付き浴室暖房乾燥機。
【請求項３】
　試運転時に運転が正常か否かを自己判定してこの判定結果を熱源機に送信するようにし
たことを特徴とする請求項１または請求項２記載のミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室に温水をミスト状に噴霧してミストサウナできるミストサウナ機能を有
した浴室暖房乾燥機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、浴室の天井等に設置して浴室の暖房や浴室の乾燥や浴室の換気や浴室の送風を行
う浴室暖房乾燥機が提供されている。かかる浴室暖房乾燥機は熱源機から供給された温水
から熱を得て暖房や乾燥を行うようになっている。
【０００３】
　このような浴室暖房乾燥機を浴室に設置すると共に熱源機と接続して施工した後、熱源
機側からの操作によりインテリジェント通信と呼ばれる通信により試運転による動作の確
認ができるようになっている。このときの動作の確認は、熱源機の基板の試運転のボタン
を押すと、浴室暖房乾燥機の温水循環経路への水張りが行われると共に水漏れの有無の確
認が行われ、次いで浴室暖房乾燥機の温水の供給が行われると共に浴室暖房乾燥機の暖房
運転が行われて浴室の温度上昇が確認され、上記の動作が正常であればＯＫ、異常であれ
ばＮＧを表示するようになっている。この浴室暖房乾燥機のような温水端末の場合、施工
後の熱源機からの操作で自動的に試運転して動作が正常か否かを確認できて施工が容易に
できる。
【０００４】
　ところで、最近、このような浴室暖房乾燥機に温水をミスト状に噴霧するミストノズル
を設けて浴室内でミストサウナ浴を行うことができるようにしたミストサウナ機能付き浴
室暖房乾燥機が提供されている（例えば、特許文献１参照）。このミストサウナ機能付き
浴室暖房乾燥機の浴室暖房乾燥機能の部分は上記のように熱源機側からの操作で試運転が
できて動作の確認ができるようになっているが、ミストノズルから温水をミスト状に噴霧
してミストサウナ浴をするための機能の部分は浴室暖房乾燥機能の部分のように熱源機側
から試運転して動作の確認をすることができない。つまり、ミストノズルから温水をミス
ト状に噴霧してミストを発生するためには上水を供給するミスト用給水管路をミストノズ
ルに接続してあり、ミスト用給水管路に給水を開閉する給水開閉弁を設けてあり、またミ
スト用給水管路と熱源機から温水が供給する管路との間にミスト用給水管を流れる水を加
熱するミスト用熱交換器を配置してある。
【特許文献１】特開２００２－３３６１５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のミストノズルから温水をミスト状に噴霧してミストサウナ浴をするための機能の
部分は自動で試運転して点検できないため、施工者がミストを発生する通常の運転を行い
、水漏れの有無、ミスト及び温風の吹き出し等を確認しなければならなく、２０分程度の
作業が必要で作業に手間がかかると共に施工に時間がかかるという問題がある。またミス
ト用の温水はミスト用熱交換器で加熱しているが、初期運転時（施工直後）ミスト用給水
管路内の内部エアーが抜けるまで時間がかかり（３分程度全開で水を流してエアー抜きが
必要である）、立ち上がりが遅いという問題がある。
【０００６】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑みて発明したものであって、ミストサウナ浴をする機
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能の部分も熱源機からの操作で自動的に試運転して動作の確認をすることできて施工後の
試運転に要する時間や手間を軽減でき、しかもミスト用給水管路からスムーズにエアーを
抜くことができてミスト用給水管路への水張りに要する時間を短くできて試運転に要する
時間を短縮することができるミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機を提供することを課題
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明に係るミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機は、熱源
機１と接続して熱源機１から供給される温水が循環する暖房用温水管路２と、暖房用温水
管路２に配置された温風を発生するための温風用熱交換器３と、暖房用温水管路２に接続
されたミスト加熱用管路４と、浴室５内にミストサウナ用の温水をミスト状に噴霧するミ
ストノズル６と、ミストノズル６に上水を供給するミスト用給水管路７と、ミスト用給水
管路７に配置されて給水を開閉する給水開閉弁８と、給水開閉弁８とミストノズル６との
間でミスト用給水管路７に接続してミスト用給水管路７の水を抜くためのミスト用排水管
路９と、ミスト用排水管路９に配置されて排水を開閉する排水開閉弁１０と、ミスト加熱
用管路４を流れる温水でミスト用給水管路７を流れる水を加熱するためにミスト加熱用管
路４とミスト用給水管路７との間に設けられたミスト用熱交換器１２とを備え、熱源機１
からの試運転指令により、給水開閉弁８と排水開閉弁１０とを開いてミスト用給水管路７
のエアーのパージをすると共にミスト用給水管路７への水張りを行って排水開閉弁１０を
閉じ、一方暖房用温水管路２とミスト加熱用管路４に水張りを行い、次いで暖房運転を行
って温風用熱交換器３で温風を発生すると共にミストノズル６から温水の噴霧を行い、こ
の試運転により運転が正常か否かの判定を行うようにしたことを特徴とする。
【０００８】
　上記のように構成したことにより、熱源機１からの試運転指令により、自動的にミスト
用給水管路７への水張り、ミストの発生の試運転を行い、この試運転により運転が正常か
否かを判定することができるものであって、ミストサウナ浴の機能の部分の試運転と動作
の確認が自動的にできて施工時の手間や時間を短縮できる。またミスト用給水管路７のエ
アーをミスト用排水管路９から抜くことによりエアー抜きに要する時間を速くして水張り
が速くでき、試運転に要する時間を一層短縮できる。
【０００９】
　またミスト用給水管路７にミスト用熱交換器１２で加熱されたミスト用の温水の温度を
検出するミスト温水サーミスタＴＨ１を設け、上記試運転の暖房運転時のミスト用の温水
の温度上昇を検出して運転が正常か否かを判定するようにしたことを特徴とすることも好
ましい。試運転で暖房運転するときミスト用給水管路７を通るミスト用の温水の温度を検
知することで正常に運転されているか否かを判定できて容易に判定できる。
【００１０】
　また試運転時に運転が正常か否かを自己判定してこの判定結果を熱源機１に送信するよ
うにしたことを特徴とすることも好ましい。熱源機１で試運転時の結果を確認できて確認
が容易にできる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は叙述の如く熱源機からの試運転指令により、自動的にミスト用給水管路への水
張り、ミストの発生の試運転を行い、この試運転により運転が正常か否かを判定すること
ができるものであって、ミストサウナ浴の機能の部分の試運転と動作の確認が自動的にで
きて施工時の手間や時間を短縮できるという効果があり、またミスト用給水管路のエアー
をミスト用排水管路から抜くことによりエアー抜きに要する時間を速くして水張りが速く
でき、試運転に要する時間を一層短縮できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基いて説明する。図１や図２に示す本発明の
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ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機（以下単に浴室暖房乾燥機という）Ａは浴室５内の
暖房をしたり、浴室５の換気をしたり、浴室５内に干した洗濯物を乾燥したり、浴室５内
に送風したりする機能以外に、浴室５内に温水をミスト状に噴霧してミストサウナ浴を行
える機能を有する。この浴室暖房乾燥機Ａは浴室暖房乾燥機本体１６と浴室暖房乾燥機本
体１６の下面に装着したグリル板１７にて主体が構成されている。浴室暖房乾燥機本体１
６は天井裏に配置してあり、吊り金具１８等にて天井スラブ等に吊り支持してあり、浴室
暖房乾燥機本体１６の下面を天井板１９の開口に臨ませてある。天井板１９の下から開口
を覆うようにグリル板１７が配置され、グリル板１７が浴室暖房乾燥機本体１６の下面側
に取り付けられている。このようにすることで浴室暖房乾燥機本体１６の周縁の下面とグ
リル板１７の周縁との間に天井板１９の開口の周縁を挟むようにグリル板１７が取り付け
られている。
【００１３】
　浴室暖房乾燥機本体１６内には温風用熱交換器３や送風機２１を内装してある。この温
風用熱交換器３は内部に温水を通すことで外部を流れる空気と熱交換するようになってい
る。この温風用熱交換器３は浴室暖房乾燥機本体１６に配管した暖房用温水管路２の途中
に配置してあり、暖房用温水管路２には給湯機のような熱源機１から温水が供給されるよ
うになっている。暖房用温水管路２の途中には温風用熱交換器３への温水の供給の開閉を
行う熱動弁のような暖房用開閉弁２２を設けてあり、また暖房用温水管路２の途中にはこ
の管路を流れる温水の温度を検出する暖房温水サーミスタＴＨ２を配置してある。また上
記送風機２１には循環用ファン２１ａと換気用ファン２１ｂとがある。浴室暖房乾燥機本
体１６の吹き出し口２４と対応する位置には吹き出し口２４を開閉する可動ルーバー２５
を回転自在に装着してある。グリル板１７は浴室５内の空気を吸い込む吸い込み口２６を
設けてあり、この吸い込み口２６の近傍には浴室５の温度を検出する浴室温度サーミスタ
ＴＨ３を配置してある。浴室暖房乾燥機Ａは浴室５の壁面に設けた操作器２０で操作でき
るようになっている。
【００１４】
　浴室５内を暖房する暖房運転をする場合、暖房用開閉弁２２を開いて温風用熱交換器３
に温水を供給し、換気用ファン２１ｂを停止状態にすると共に循環用ファン２１ａを駆動
し、可動ルーバー２５を開状態にして吹き出し口２４を開いておく。すると、浴室５内の
空気が吸い込み口２６から浴室暖房乾燥機本体１６内に吸い込まれ、温風用熱交換器３で
温水と熱交換することで加熱された温風が吹き出し口２４から吹き出されるように空気が
循環し、浴室５内が暖房される。
【００１５】
　浴室５内の換気をする換気運転をする場合、暖房用開閉弁２２を閉じて温風用熱交換器
３への温水の供給を停止し、循環用ファン２１ａを停止すると共に換気用ファン２１ｂを
駆動し、可動ルーバー２５を閉状態にして吹き出し口２４を閉じておく。すると、浴室５
内の空気が吸い込み口２６から浴室暖房乾燥機本体１６内に吸い込まれ、排気ダクト２７
を介して外部に排気され、浴室５内の換気が行われる。
【００１６】
　浴室５内を乾燥したり、浴室５内に干した洗濯物を乾燥したりする乾燥運転を行う場合
、暖房用開閉弁２２を開いて温風用熱交換器３に温水を供給し、循環用ファン２１ａ及び
換気用ファン２１ｂを駆動し、可動ルーバー２５を開状態にして吹き出し口２４を開いて
おく。すると、浴室５内の空気が吸い込み口２６から浴室暖房乾燥機本体１６内に吸い込
まれ、温風用熱交換器３で温水と熱交換することで加熱された温風が吹き出し口２４から
吹き出すように空気が循環し、一方、浴室暖房乾燥機本体１６内に吸い込まれた空気の一
部が排気ダクト２７を介して外部に排気される。これにより浴室５内の湿度が下がり、浴
室５内の乾燥や浴室５内に干した洗濯物の乾燥が行われる。
【００１７】
　浴室内に涼風を送風する場合は、暖房用開閉弁２２を閉じて温風用熱交換器３への温水
の供給を停止し、換気用ファン２１ｂを停止状態にすると共に循環用ファン２１ａを駆動



(5) JP 4181517 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

し、可動ルーバー２５を開状態にして吹き出し口２４を開いておく。すると、浴室５内の
空気が吸い込み口２６から浴室暖房乾燥機本体１６内に吸い込まれ、吹き出し口２４から
その空気が吹き出されるように空気が循環し、浴室５内に涼風の送風が行われる。
【００１８】
　また本発明ではこのような浴室暖房乾燥機Ａにミストサウナの機能を持たせるためにミ
ストサウナ部３１を組み込んである。ミストサウナ部３１のミストノズル６はグリル板１
７の部分に配置してあり、ミスト用給水管路７をミストノズル６に連通させてある。本例
の場合、ミストノズル６としては大ミストノズル６ａと小ミストノズル６ｂとがある。大
ミストノズル６ａは比較的粒子の大ききミストが大流量で噴霧されるものであって、例え
ば１リットル／ｍｉｎ程度のものである。小ミストノズル６ｂは比較的粒子の小さいミス
トが小流量で噴霧されるものであって、例えば０．５リットル／ｍｉｎ程度のものである
。ミストノズル６ａ，６ｂの手前には電磁弁のようなミスト開閉弁２８ａ，２８ｂを設け
てあり、ミスト開閉弁２８ａ，２８ｂの開閉にて大ミストノズル６ａや小ミストノズル６
ｂから選択的にミストが噴霧されるようになっている。本例の場合、ミストサウナ部３１
は浴室暖房乾燥機本体１６の上に搭載してある。図２で３４はミスト開閉弁２８ａ，２８
ｂを収納したボックスである。
【００１９】
　ミスト用給水管路７には水道水のような上水が供給されるようになっており、入口側か
ら順にストレーナ２９、電磁弁のような給水開閉弁８を設けてある。上記暖房用温水管路
２には温風用熱交換器３と並列になるようにミスト加熱用管路４を設けてあり、このミス
ト加熱用管路４の途中にはミスト加熱用管路４に流れる温水の流れを制御する比例弁３０
を設けてある。またミスト加熱用管路４とミスト用給水管路７との間にはプレート式熱交
換器などの液熱交換器であるミスト用熱交換器１２を配置してあり、ミスト加熱用管路４
を流れる温水でミスト給水管路７を流れるミスト用の水が加熱されるようになっている。
ミスト用熱交換器１２とミスト開閉弁２８ａ，２８ｂとの間でミスト用給水管路７からミ
スト用排水管路９を分岐してあり、ミスト用給水管路７内の水をミスト用排水管路９から
浴室５内や浴室５外に排出できるようになっている。ミスト用排水管路９には電磁弁のよ
うな排水開閉弁１０と、負圧発生して排水が逆流するのを防止するバキュームブレーカ３
３を設けてある。またミスト用熱交換器１２とミスト開閉弁２８ａ，２８ｂとの間でミス
ト用給水管路７にはミスト用給水管路７を流れる温水の温度を検出するミスト温水サーミ
スタＴＨ１を配置してある。
【００２０】
　ミストサウナ浴をする場合、給水開閉弁８を開いてミスト用給水管路７に給水されると
共に比例弁３０を開いてミスト加熱用管路４に温水が循環させられる。これによりミスト
用熱交換器１２にてミスト給水管路７を流れる水が加熱されて温水がミスト用給水管路７
を流れる状態になる。この状態でミスト開閉弁２８ａ，２８ｂが開かれると、温水のミス
トが大ミストノズル６ａや小ミストノズル６ｂから選択的に噴霧されてミストサウナ浴が
行われる。大ミストノズル６ａからミストを噴霧すると大熱量が得られハードなミストサ
ウナ浴ができ、また小ミストノズル６ｂからミストを噴霧すると細かいミストが噴霧され
てソフトなミストサウナ浴ができる。またこのようにミストサウナ浴をするときは浴室暖
房乾燥機Ａが前述のように暖房運転されて浴室５内の温度が上げられ、快適にミストサウ
ナ浴ができるようになっている。
【００２１】
　本発明の浴室暖房乾燥機Ａは上記のような構造になっているが、この浴室暖房乾燥機Ａ
を浴室５に設置した後、熱源機１側からの指令で試運転されるようになっている。本発明
の場合、浴室暖房乾燥機本体１６側が自動で試運転されるのに加えて、ミストサウナ部３
１も自動で試運転されるようになっており、図４に示すようなフローで試運転される。図
４で※印で示した部分がミストサウナ部３１の自動の試運転のために加えられた部分であ
る。このフローについて説明すると次の通りである。
【００２２】
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　熱源機１の試運転スイッチがオンされると、暖房試運転開始信号が出され、暖房ランプ
「強」が点滅し、暖房試運転が開始される。このとき暖房用開閉弁２２、給水開閉弁８、
排水開閉弁１０及び比例弁３０が開放され、暖房用温水管路３に給水して水張りされると
共にミスト用給水管路７に水張りされる。ミスト用給水管路７に水張りするとき、排水開
閉弁１０が開かれているためにミスト用給水管路７内のエアーが抜かれてミスト用給水管
路７に素早く水が充満する。つまり、ミスト開閉弁２８ａ，２８ｂを開いて水張りするの
に比べて遥かに素早く水張りできる。水張りを開始してから所定の時間（例えば３分）経
過すると、ミスト用給水管路７のエアーが抜けて水張りされたとして排水開閉弁１０が閉
じられる。そして熱源機１側の水位変動がなくなると水張り終了信号が出される。
【００２３】
　水張り終了信号が検出されると循環用ファン２１ａがオンされると共にミスト開閉弁２
８ａ，２８ｂが開放され、浴室温度サーミスタＴＨ３で浴室５の温度が測定される。そし
て所定時間（例えば９分３０秒）経過するまでに浴室５の温度が例えば３Ｋ昇温したか判
定される。このとき暖房温水サーミスタＴＨ２で暖房用温水管路２を流れる温水の温度が
測定されると共にミスト温水サーミスタＴＨ１でミスト用給水管路７のミスト用の温水の
温度が測定され、上記所定時間（例えば９分３０秒）以内に暖房用温水管路２の温水の温
度が例えば４０℃以上になったか、ミスト用給水管路７のミスト用の温水の温度が例えば
４０℃以上になったか判定される。浴室５の温度が所定時間以内に３Ｋ上昇しなかったり
、暖房用温水管路２の温水の温度が４０℃以上にならなかったり、ミスト用給水管路７の
ミスト用の温水の温度が４０℃以上にならなかった場合、試運転判定がＮＧとなり、異常
表示されると共に自動試運転が異常となり、運転が停止される。一方、浴室５の温度が所
定時間以内に３Ｋ上昇し、暖房用温水管路２の温水の温度が４０℃以上になり、ミスト用
給水管路７のミスト用の温水の温度が４０℃以上になったとき、試運転判定がＯＫとなり
、試運転結果が熱源機１に送信され、暖房用開閉弁２２、給水開閉弁８、ミスト開閉弁２
８ａ，２８ｂ、比例弁３０が閉じられ、循環用ファン２１ａがオフされ、試運転終了信号
が出されると、暖房ランプ「強」が消えて試運転を終了する。
【００２４】
　上記の例では電磁弁からなるミスト開閉弁２８ａ，２８ｂをミストノズル６ａ，６ｂに
できるだけ近接させて設けることでミストサウナを使用しないときのミストノズル６ａ，
６ｂからのエアーの浸入による水とエアーの置換や水の汚染を防止したが、図５に示す例
ではミスト開閉弁２８ａ，２８ｂをミストノズル６ａ，６ｂから離し、ミスト用熱交換器
１２に近接した位置に設けてある。このようにすると、ミスト開閉弁２８ａ，２８ｂや比
例弁３０や給水開閉弁８、排水開閉弁１０等の電磁弁のような弁がミスト用熱交換器１２
の部分に集中するので配線などの組み立てがしやすくなる。この例の場合、このままでは
ミストノズル６ａ，６ｂからのエアー浸入によるミスト開閉弁２８ａ，２８ｂとミストノ
ズル６ａ，６ｂとの間のパイプ内のエアー置換、水の汚染が起こるが、これを防止するた
めにミストノズル６ａ，６ｂの近傍にチャッキ弁３２ａ，３２ｂを設けてある。このチャ
ッキ弁３２ａ，３２ｂは通常閉じており、ミスト用給水管路７から所定以上の水圧がかか
ったときだけ開くようになっている。このようにチャッキ弁３２ａ，３２ｂを設けると、
ミストサウナを使用しない時は閉じており、空気は流入することがない。これによりミス
トノズル６ａ，６ｂとミスト開閉弁２８ａ，２８ｂとの距離を離すことができ、配線や組
み立てが容易にできると共に衛生上の効果（汚染された水を噴霧しない）が得られる。ま
たこのような構造の浴室暖房乾燥機Ａの場合、浴室暖房乾燥機Ａを設置して試運転する時
に次のようにして水張りしてもよい。つまり、ミスト用給水管路７に水張りするとき、給
水開閉弁８及び排水開閉弁１０を開いてエアーを抜きながら水を注入するが、このときミ
スト開閉弁２８ａ，２８ｂも開いて行うと、チャッキ弁３２ａ，３２ｂの手前まで水張り
がスムーズにできる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態の一例の浴室暖房乾燥機の内部の配管を説明する管路図であ
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る。
【図２】同上の浴室暖房乾燥機の断面図である。
【図３】同上の浴室暖房乾燥機を浴室に設置した状態の一部切欠斜視図である。
【図４】同上の試運転のフローチャートである。
【図５】同上の他の例の管路図である。
【符号の説明】
【００２６】
１　　熱源機
２　　暖房用温水管路
３　　温風用熱交換器
４　　ミスト加熱用管路
５　　浴室
６　　ミストノズル
７　　ミスト用給水管路
８　　給水開閉弁
９　　ミスト用排水管路
１０　排水開閉弁

【図１】 【図２】
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【図５】
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