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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気が流れる通風口を有する風路と、
　前記通風口の下方に配置される第１の部材と、
　前記第１の部材の下面に開口を設けて構成され、前記通風口と連通した開口部と、
　前記風路を調整する第２の部材とを備え、
　前記開口部より外側の前記第１の部材の内側の面は、前記第２の部材の少なくとも一部
と対向し、
　前記第１の部材は、
　前記内側の面から突出する凸部を有し、前記第２の部材から滴下する水が前記開口部か
ら滴下することを抑制する水受け部を備え、
　前記第２の部材は、
　凹状部と、前記凹状部から突出した凸状部とを有し、
　前記凸状部及び前記凹状部が前記水受け部に対向する方向に動作することで、前記通風
口を開く
　ことを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　羽根車の外周に沿った形状の循環ファンケースと、
　前記循環ファンケースを覆う金属ケースとを備え、
　前記循環ファンケースの外面と前記金属ケースの内面とが前記通風口を形成し、
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　前記第２の部材は、前記循環ファンケースと対向する側の辺部が前記循環ファンケース
の前記形状に合わせた形状であり、
　前記凸状部及び前記凹状部は、前記辺部に設けられる
　ことを特徴とする請求項１に記載の送風装置。
【請求項３】
　前記第２の部材は、
　前記水受け部に対向する側の面が、当該水受け部に向けて傾斜する斜面部を有する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の送風装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室等の湿度の高い環境で使用される送風装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、浴室等の天井に設置され、浴室及び他室の換気と、浴室の暖房、浴室内にあ
る被乾燥物の乾燥等の機能を実現した浴室暖房換気乾燥装置と称される送風装置が提案さ
れている。
【０００３】
　浴室暖房換気乾燥装置では、浴室内の湿度の高い空気を吸い込むため、風路内で結露が
発生する可能性がある。そこで、ファンケース内に結露水を貯められるようにした技術が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２２６２９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　浴室暖房換気乾燥装置を構成する送風装置等では、他室や外気の侵入を防ぐため、吸込
口を開閉する風路開閉部材を備えた技術が知られている。浴室のように湿度が高くなる場
所で使用される装置では、設置場所の湿気や温湿度の差で風路開閉部材に水滴が付着する
場合がある。
【０００６】
　住宅で使用される換気装置では、フロントパネル等と称される化粧部材で装置の下面が
覆われているが、化粧部材には空気を吸い込む吸込口グリル等と称される開口部が設けら
れており、風路開閉部材に付着した水が、化粧部材の開口部から機外へ滴下する虞があっ
た。
【０００７】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、機外への水の滴下を抑制
できるようにした送風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】
【０００８】
　上述した課題を解決するため、本発明は、空気が流れる通風口を有する風路と、通風口
の下方に配置される第１の部材と、第１の部材の下面に開口を設けて構成され、通風口と
連通した開口部と、風路を調整する第２の部材とを備え、開口部より外側の第１の部材の
内側の面は、第２の部材の少なくとも一部と対向し、第１の部材は、内側の面から突出す
る凸部を有し、第２の部材から滴下する水が開口部から滴下することを抑制する水受け部
を備え、第２の部材は、凹状部と、凹状部から突出した凸状部とを有し、凸状部及び凹状
部が水受け部に対向する方向に動作することで、通風口を開く送風装置である。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、第２の部材に水が付着した場合、第２の部材から滴下する水を、第１
の部材において開口部より外側の内面側で受けることができるので、水が第１の部材の開
口部から機外へ滴下することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す内部構成図である。
【図２】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す全体構成図である。
【図３】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す下面図である。
【図４】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す下面図である。
【図５】風路開閉ダンパの一例を示す斜視図である。
【図６】水受け部の一例を示す要部構成図である。
【図７】風路開閉ダンパの形状による水誘導の作用効果を示す説明図である。
【図８】換気ファンに吸い込まれる空気の流れを示す模式図である。
【図９】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の変形例を示す要部断面図である。
【図１０】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の他の変形例を示す要部断面図である。
【図１１】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の他の変形例を示す要部断面図である。
【図１２】本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の他の変形例を示す要部断面図である。
【図１３】他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す内部構成図である。
【図１４】他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の変形例を示す内部構成図である。
【図１５】他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の別の変形例を示す内部構成図である
。
【図１６】他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の別の変形例を示す要部断面図である
。
【図１７】他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の別の変形例を示す要部断面図である
。
【図１８】他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の別の変形例を示す要部断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の送風装置の実施の形態としての浴室暖房換気乾燥装置
について説明する。
【００１５】
　＜本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の構成例＞
　図１は、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す内部構成図、図２は、本実
施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す全体構成図である。また、図３及び図４は
、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す下面図で、図３は、フロントパネル
を取り付けた状態、図４は、フロントパネルを取り外した状態を示す。
【００１６】
　まず、図２等を参照して、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置１Ａの全体構成につい
て説明する。本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、図２に示すように、浴室１０
０の天井１００ａに設けた図示しない開口部に装置本体１０が入れられる形態で設置され
る。
【００１７】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、空気が吸い込まれる吸込口グリル１１ａと、空気が吹き
出される吹出口グリル１１ｂを備えたフロントパネル１１が、装置本体１０の下面に取り
付けられ、フロントパネル１１が浴室１００の天井１００ａに露出する。
【００１８】
　浴室１００の天井１００ａに設置された浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、排気ダクト１２
が接続される。排気ダクト１２は、図示しない建物の外壁１０１に設置された屋外グリル
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１２ａと接続される。
【００１９】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、１つあるいは複数の副吸込ダクト、本例では、２
本の副吸込ダクト１３が接続される。一方の副吸込ダクト１３は、他室である洗面脱衣所
１０２の天井に１０２ａに設置された副吸込口グリル１３ａと接続され、他方の副吸込ダ
クト１３は、別の他室であるトイレ１０３の天井に１０３ａに設置された副吸込口グリル
１３ａと接続される。
【００２０】
　なお、本例では、他室として洗面脱衣所１０２とトイレ１０３の両方から空気が吸い込
まれる構成としたが、どちらか一方から空気が吸い込まれる構成としても良い。
【００２１】
　次に、図３等を参照して、フロントパネル１１の構成について説明する。フロントパネ
ル１１は化粧部材である第１の部材の一例で、装置本体１０の下面を覆う位置に、図３に
示すように例えば格子状の開口を設けて、開口部である吸込口グリル１１ａと吹出口グリ
ル１１ｂが形成される。
【００２２】
　フロントパネル１１は、フロントパネル１１の一の辺に沿った方向、本例では長手方向
に沿って吸込口グリル１１ａと吹出口グリル１１ｂが設けられる。フロントパネル１１は
、吸込口グリル１１ａが長手方向の一方の端部側に設けられ、吹出口グリル１１ｂが長手
方向の他方の端部側に設けられる。
【００２３】
　フロントパネル１１は、開口部である吸込開口部としての吸込口グリル１１ａにフィル
タ１１０が取り付けられる。フロントパネル１１は、図１に示すように、吸込口グリル１
１ａの内側に、フィルタ１１０が水平方向への移動で着脱可能に取り付けられるガイド部
１１ｃが設けられる。
【００２４】
　フロントパネル１１は、図３に示すように、フィルタ１１０をフロントパネル１１の一
の側方から水平方向に移動させるスライド動作で、フィルタ１１０がフロントパネル１１
に対して着脱可能に構成される。
【００２５】
　フィルタ１１０は、空気が通り粉塵等が付着するフィルタ部１１０ａと、フィルタ部１
１０ａが取り付けられる枠部１１０ｂを備える。フィルタ１１０は、例えば、四角形状の
少なくとも４辺に沿って枠部１１０ｂが設けられ、枠部１１０ｂの内側にフィルタ部１１
０ａが設けられる。なお、枠部１１０ｂは、格子状に設けられていても良い。
【００２６】
　フロントパネル１１は、ガイド部１１ｃにフィルタ１１０が取り付けられると、吸込口
グリル１１ａの内側がフィルタ１１０で覆われ、吸込口グリル１１ａの開口から吸い込ま
れる空気が、フィルタ１１０のフィルタ部１１０ａを通る。
【００２７】
　また、フロントパネル１１は、下面に開口を設けて吸込口グリル１１ａが形成されるこ
とで、ガイド部１１ｃに取り付けられたフィルタ１１０を、吸込口グリル１１ａの開口か
ら目視可能である。これにより、フィルタ１１０の汚れ具合等の状態が、フィルタ１１０
をフロントパネル１１から外すことなく確認可能である。
【００２８】
　フロントパネル１１は、吸込口グリル１１ａの近傍で装置本体１０と対向する所定の位
置に水受け部１１ｄを備える。水受け部１１ｄの詳細は後述するが、装置本体１０内で発
生した結露水等の水分をフロントパネル１１内で受けて、吸込口グリル１１ａからの滴下
を防ぐ。
【００２９】
　次に、図１等を参照して、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置１Ａの構成の詳細につ
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いて説明する。浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、浴室１００の空気を、装置本体１０の吸込
口グリル１１ａから吸い込んで、装置本体１０の吹出口グリル１１ｂから浴室１００に吹
き出す循環ファン２を備える。
【００３０】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、浴室１００の空気を、装置本体１０の吸込口グリ
ル１１ａから吸い込んで、排気ダクト１２を介して屋外に排気すると共に、他室である洗
面脱衣所１０２及びトイレ１０３の空気を、副吸込口グリル１３ａから副吸込ダクト１３
を介して吸い込んで、排気ダクト１２を介して屋外に排気する換気ファン３を備える。
【００３１】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、循環ファン２の上側に換気ファン３が重なる配置で設け
られ、上下に重なる循環ファン２及び換気ファン３の外側に、装置本体１０の側面及び上
面を覆う形状の金属ケース４が取り付けられる。
【００３２】
　循環ファン２は循環送風手段の一例で、多翼の羽根車２０と、羽根車２０を回転駆動す
る循環ファンモータ２１と、風路を形成する循環ファンケース２２を備える。
【００３３】
　循環ファンケース２２は風路形成手段の一例で、羽根車２０が回転駆動されることで空
気が吸い込まれる吸込部である循環ファン吸込口２２ａと、循環ファン吸込口２２ａから
吸い込まれた空気が吹き出される吹出部である循環ファン吹出口２２ｂを備える。
【００３４】
　また、循環ファンケース２２は、循環ファン吸込口２２ａから吸い込んだ空気を循環フ
ァン吹出口２２ｂから吹き出す空気の流れを生成する風路である循環ファンケース風路２
２ｃを備える。
【００３５】
　循環ファン２は、ベルマウスと称される円形の開口で構成される循環ファン吸込口２２
ａが、羽根車２０の回転軸方向に設けられる。また、循環ファン２は、羽根車２０の外周
に沿った形状の循環ファンケース２２で循環ファンケース風路２２ｃが設けられる。
【００３６】
　循環ファン２は、羽根車２０の回転軸を縦向きとした形態で装置本体１０に取り付けら
れ、循環ファンケース２２で装置本体１０の下面の一部を構成する。循環ファン２は、羽
根車２０の回転軸方向の一方の側である装置本体１０の下面に循環ファン吸込口２２ａが
設けられ、循環ファン吸込口２２ａの内側に羽根車２０が配置される。また、循環ファン
２は、装置本体１０の下面に、循環ファンケース風路２２ｃと連通して循環ファン吹出口
２２ｂが設けられる。
【００３７】
　これにより、循環ファン２は、循環ファンモータ２１で羽根車２０が回転駆動されると
、循環ファン吸込口２２ａから空気が吸い込まれ、循環ファン吸込口２２ａから吸い込ま
れた空気が循環ファンケース風路２２ｃを通り、循環ファン吹出口２２ｂから吹き出され
る。
【００３８】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、循環ファン吹出口２２ｂの内側にヒータ５を備える。ヒ
ータ５は加熱手段の一例で、本例ではＰＴＣヒータで構成される。浴室暖房換気乾燥装置
１Ａは、ヒータ５が通電されることで発熱し、循環ファン吹出口２２ｂから吹き出される
空気が加熱される。
【００３９】
　循環ファン２は、循環ファンモータ２１が羽根車２０の内側に入り込む形態で、循環フ
ァンケース２２の上面の下側に取り付けられ、循環ファンケース２２の上面に、循環ファ
ンモータ２１を突出させて退避させるような凸形状が設けられない構成である。
【００４０】
　これにより、循環ファン２は、循環ファンケース２２の上面より上側に、循環ファンモ
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ータ２１を退避させる空間を設ける必要がなく、循環ファン２と換気ファン３との間に空
間を設けることなく、循環ファンケース２２の上面に換気ファン３が取り付けられる。
【００４１】
　換気ファン３は換気送風手段の一例で、多翼の羽根車３０と、羽根車３０を回転駆動す
る換気ファンモータ３１と、風路を形成する換気ファンケース３２を備える。
【００４２】
　換気ファンケース３２は風路形成手段の一例で、羽根車３０が回転駆動されることで空
気が吸い込まれる吸込部である換気ファン吸込口３２ａと、換気ファン吸込口３２ａから
吸い込まれた空気が吹き出される吹出部である換気ファン吹出口３２ｂを備える。
【００４３】
　また、換気ファンケース３２は、換気ファン吸込口３２ａから吸い込んだ空気を換気フ
ァン吹出口３２ｂから吹き出す空気の流れを生成する風路である換気ファンケース風路３
２ｃを備える。
【００４４】
　換気ファン３は、ベルマウスと称される円形の開口で構成される換気ファン吸込口３２
ａが、羽根車３０の回転軸方向に設けられる。また、換気ファン３は、羽根車３０の外周
に沿った形状の換気ファンケース３２で換気ファンケース風路３２ｃが設けられ、換気フ
ァンケース風路３２ｃに連通して、羽根車３０の横方向に換気ファン吹出口３２ｂが設け
られる。
【００４５】
　換気ファン３は、羽根車３０の回転軸を縦向きとした形態で装置本体１０に取り付けら
れる。換気ファン３は、羽根車３０の回転軸方向の他方の側である換気ファンケース３２
の上面に換気ファン吸込口３２ａが設けられ、換気ファン吸込口３２ａの内側に羽根車３
０が配置される。
【００４６】
　換気ファン３は、換気ファンケース３２が循環ファン２の循環ファンケース２２と重な
る配置で、循環ファン２の上側に取り付けられる。換気ファン３の下側に配置される循環
ファン２は、上述したように、循環ファンケース２２の上面に循環ファンモータ２１を突
出させて退避させるような凸形状が設けられない構成である。
【００４７】
　そこで、換気ファン３の羽根車３０と循環ファン２の羽根車２０が重なるような配置で
、循環ファン２の上側に換気ファン３が取り付けられ、換気ファンケース３２の下面が、
換気ファンケース３２と重なる部位の循環ファンケース２２の上面で構成される。
【００４８】
　換気ファン３は、換気ファン吸込口３２ａの上側にモータ取付部３３が設けられる。換
気ファン３は、換気ファンモータ３１が換気ファン吸込口３２ａに入る形態でモータ取付
部３３に取り付けられ、換気ファンモータ３１と換気ファン吸込口３２ａとの間に風路が
形成される。
【００４９】
　これにより、換気ファン３は、換気ファンモータ３１で羽根車３０が回転駆動されると
、換気ファン吸込口３２ａから空気が吸い込まれ、換気ファン吸込口３２ａから吸い込ま
れた空気が換気ファンケース風路３２ｃを通り、換気ファン吹出口３２ｂから吹き出され
る。
【００５０】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、樹脂材料で構成された循環ファンケース２２及び換気フ
ァンケース３２が金属ケース４で覆われ、循環ファンケース２２及び換気ファンケース３
２と、金属ケース４との間に設けられる空間で、換気ファン３の換気ファン吸込口３２ａ
と連通する風路が形成される。
【００５１】
　すなわち、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、金属ケース４と、循環ファンケース２２及び
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換気ファンケース３２の側面との間、金属ケース４と、換気ファンケース３２の上面との
間に設けられる連通した空間で、浴室吸込風路１４ａが形成される。
【００５２】
　浴室吸込風路１４ａは、装置本体１０の一の辺に沿った方向の一方の端部、本例では、
長手方向の一方の端部であって、金属ケース４と、循環ファンケース２２及び換気ファン
ケース３２の側面との間に設けられる空間によって構成される。
【００５３】
　また、浴室吸込風路１４ａは、金属ケース４と、換気ファンケース３２の上面との間に
設けられる空間であって、主に、装置本体１０の長手方向の一方の端部側の空間によって
構成される。
【００５４】
　これにより、浴室吸込風路１４ａは、金属ケース４の内側で、循環ファンケース２２及
び換気ファンケース３２の側面に沿って形成される空間が、換気ファンケース３２の上面
に形成される換気ファン吸込口３２ａと連通する。
【００５５】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、装置本体１０の下面に換気吸込口１５を備える。換気吸
込口１５は吸込口である通風口の一例で、浴室吸込風路１４ａの下端を開口して構成され
、換気ファン吸込口３２ａと連通する。
【００５６】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、装置本体１０の一の辺に沿った方向である長手方向に沿
って、換気吸込口１５と循環ファン吸込口２２ａ及び循環ファン吹出口２２ｂが設けられ
る。
【００５７】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、浴室吸込風路１４ａの配置に合わせて、装置本体１０の
長手方向の一方の端部側に換気吸込口１５が設けられ、換気吸込口１５の内側に、循環フ
ァン吸込口２２ａが装置本体１０の長手方向に沿って並列する。また、浴室暖房換気乾燥
装置１Ａは、装置本体１０の長手方向の他方の端部側に循環ファン吹出口２２ｂが設けら
れる。
【００５８】
　換気吸込口１５は、装置本体１０の他の辺に沿った方向、本例では、装置本体１０の短
手方向に沿って延在し、装置本体１０の短手方向に沿った側の辺が、装置本体１０の長手
方向に沿った側の辺より長く構成される。
【００５９】
　また、換気吸込口１５は、平面状である金属ケース４の内面と、凸状の円形である循環
ファンケース２２の外周面との間に形成される浴室吸込風路１４ａに合わせた形状で構成
される。
【００６０】
　すなわち、換気吸込口１５は、循環ファンケース２２に対向する側である内側の開口面
に湾曲凹部１５ａを備える。換気吸込口１５の湾曲凹部１５ａは、循環ファンケース２２
に対向する内側の開口面が、循環ファンケース２２の外周面の形状に合わせて、凹状に湾
曲した形状に構成される、
【００６１】
　また、換気吸込口１５は、金属ケース４に対向する側の一の面である長手方向に沿った
開口面が、装置本体１０の短手方向に沿った直線状に構成される。更に、換気吸込口１５
は、金属ケース４に対向する側の他の面である短手方向に沿った開口面が、装置本体１０
の長手方向に沿った直線状に構成される。
【００６２】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、装置本体１０の下面にフロントパネル１１が取り付けら
れると、換気吸込口１５と循環ファン吸込口２２ａの下側に、フロントパネル１１の吸込
口グリル１１ａが設けられる。また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、循環ファン吹出口２
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２ｂの下側に、フロントパネル１１の吹出口グリル１１ｂが設けられる。
【００６３】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、装置本体１０の換気吸込口１５及び循環ファン吸込口２
２ａと、フロントパネル１１の吸込口グリル１１ａが連通し、循環ファン２で吸い込まれ
る空気及び換気ファン３で吸い込まれる空気が、フロントパネル１１の吸込口グリル１１
ａを通る。
【００６４】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、装置本体１０の下面に開口を設けて形成される循環ファ
ン２の循環ファン吸込口２２ａが、フロントパネル１１の吸込口グリル１１ａと対向する
。
【００６５】
　これにより、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、フロントパネル１１の吸込口グリル１１ａ
を通る空気の一部が、装置本体１０の下面の循環ファン吸込口２２ａと、フロントパネル
１１の吸込口グリル１１ａとの間に形成される空間を風路として、循環ファン２の循環フ
ァン吸込口２２ａから吸い込まれる。
【００６６】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、循環ファン２の上側に設けられる換気ファン３の
換気ファン吸込口３２ａが、換気ファンケース３２の上面に開口を設けて形成され、換気
ファン吸込口３２ａが、換気吸込口１５が設けられた浴室吸込風路１４ａと連通する。
【００６７】
　これにより、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、フロントパネル１１の吸込口グリル１１ａ
を通る空気の残部が、装置本体１０の下面の換気吸込口１５から、装置本体１０内で循環
ファンケース２２と換気ファンケース３２の側面、及び、換気ファンケース３２の上面の
空間で形成される浴室吸込風路１４ａを通り、換気ファン３の換気ファン吸込口３２ａか
ら吸い込まれる。
【００６８】
　更に、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、装置本体１０の循環ファン吹出口２２ｂと、フロ
ントパネル１１の吹出口グリル１１ｂが連通する。これにより、循環ファン２で吹き出さ
れる空気が、循環ファン吹出口２２ｂを通り、フロントパネル１１の吹出口グリル１１ｂ
から吹き出される。
【００６９】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、金属ケース４と、循環ファンケース２２及び換気ファン
ケース３２の上面との間に設けられる空間で、他室吸込風路１４ｂが形成される。
【００７０】
　他室吸込風路１４ｂは、金属ケース４と、循環ファンケース２２及び換気ファンケース
３２の上面との間に設けられる空間であって、主に、装置本体１０の長手方向の他方の端
部側の空間によって構成される。
【００７１】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、換気ファン３の換気ファン吸込口３２ａと他室吸込風路
１４ｂが連通する。また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、他室吸込風路１４ｂを介して換
気ファン吸込口３２ａと連通した単数または複数の副吸込口１６が、装置本体１０の長手
方向の他方の端部側の側面に形成される。
【００７２】
　更に、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、換気ファン３の換気ファン吹出口３２ｂと連通し
た排気吹出口１７が、装置本体１０の長手方向の一方の端部側の側面に形成される。
【００７３】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、排気吹出口１７に排気ダクトジョイント１８が取り付け
られ、排気ダクトジョイント１８に排気ダクト１２が接続される。また、浴室暖房換気乾
燥装置１Ａは、本例では２つの副吸込口１６にそれぞれ副吸込ダクトジョイント１９が取
り付けられ、各副吸込ダクトジョイント１９に副吸込ダクト１３が接続される。
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【００７４】
　これにより、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、浴室１００と、洗面脱衣所１０２及びトイ
レ１０３が、装置本体１０内の浴室吸込風路１４ａ及び他室吸込風路１４ｂと、副吸込ダ
クト１３を介して繋がる風路構成となっている。
【００７５】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、換気吸込口１５を開閉する風路開閉ダンパ６Ａを備える
。風路開閉ダンパ６Ａは風路開閉部材である第２の部材の一例で、図示しないモータの駆
動力が伝達されて軸を支点とした回転動作、本例では、風路開閉ダンパ６Ａの長手方向に
沿って延在する軸６０を支点に回転して、換気吸込口１５を開閉する。
【００７６】
　図５は、風路開閉ダンパの一例を示す斜視図である。風路開閉ダンパ６Ａは、図４に示
す換気吸込口１５に合わせた形状で構成され、循環ファンケース２２に対向する側となる
内側の辺部６１が、換気吸込口１５の湾曲凹部１５ａの形状に合わせられる。
【００７７】
　すなわち、風路開閉ダンパ６Ａは、長手方向の中央付近の辺部６１に凹状部６１ａが形
成される。また、風路開閉ダンパ６Ａは、長手方向の両端側の辺部６１に、循環ファンケ
ース２２の曲面形状に合わせた開口である換気吸込口１５に合わせた形状で、凹状部６１
ａから突出した凸状部６１ｂが形成される。
【００７８】
　また、風路開閉ダンパ６Ａは、金属ケース４に対向する側の一の辺部である長手方向に
沿った辺部が、換気吸込口１５の長手方向の開口面に沿った直線状に構成される。更に、
風路開閉ダンパ６Ａは、金属ケース４に対向する側の他の辺部である短手方向に沿った辺
部が、換気吸込口１５の短手方向の開口面に沿った直線状に構成される。
【００７９】
　風路開閉ダンパ６Ａは、長手方向に沿った軸６０を支点とした回転動作で、本例では、
凹状部６１ａと凸状部６１ｂが設けられた辺部６１が下向きとなる方向に回転して、換気
吸込口１５を開く。
【００８０】
　すなわち、風路開閉ダンパ６Ａは、図１に破線で示す閉位置Ｐ１では、略水平方向に沿
った横向きで換気吸込口１５を閉じる。風路開閉ダンパ６Ａは、図１に破線で示す閉位置
Ｐ１から、軸６０を支点とした回転動作で、辺部６１が下向きとなる方向に回転する。そ
して、風路開閉ダンパ６Ａは、図１に実線で示す開位置Ｐ２では、略垂直方向に沿った縦
向きで換気吸込口１５を開く。
【００８１】
　また、風路開閉ダンパ６Ａは、図１に実線で示す開位置Ｐ２から、軸６０を支点とした
回転動作で、辺部６１が横向きとなる方向に回転して、図１に破線で示す閉位置Ｐ１で換
気吸込口１５を閉じる。
【００８２】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、主に風路開閉ダンパ６Ａの部位で発生した結露水等の水
分を、フロントパネル１１に設けた水受け部１１ｄで受ける。水受け部１１ｄは、フロン
トパネル１１の装置本体１０と対向する側である内側の面で、風路開閉ダンパ６Ａの開位
置Ｐ２における辺部５１の下端位置Ｎと対向する位置に設けられる。
【００８３】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、フロントパネル１１の吸込口グリル１１ａの開口端位置
Ｍより、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１の下端位置Ｎの方が外側に位
置するように、風路開閉ダンパ６Ａ及び吸込口グリル１１ａの位置、大きさ、風路開閉ダ
ンパ６Ａの回転動作による軌跡等が決定されている。
【００８４】
　これにより、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、フロントパネル１１の装置本体１０と対向
する内側の面であって、フロントパネル１１の吸込口グリル１１ａの開口端位置Ｍの外側
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で、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部５１の下端位置Ｎと対向する位置に、
水受け部１１ｄが設けられる。
【００８５】
　図６は、水受け部の一例を示す要部構成図である。水受け部１１ｄは、フロントパネル
１１の内側の面に、主に吸込口グリル１１ａ方向への水の流れを抑える凸部１１ｅを設け
て構成される。
【００８６】
　水受け部１１ｄは、例えば、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１の下端
位置Ｎと対向する位置の周囲に、フロントパネル１１の内側の面から突出する凸部１１ｅ
を設けて構成される。これにより、水受け部１１ｄは、開位置Ｐ２に開いた風路開閉ダン
パ６Ａから水が滴下した場合に、フロントパネル１１内で凸部１１ｅの内側に水を貯めら
れるようにして、吸込口グリル１１ａ方向へ水が流れることを防ぐ。
【００８７】
　水受け部１１ｄは、本例では、フロントパネル１１の内側の面で、吸込口グリル１１ａ
に沿って設けられるフィルタ１１０のガイド部１１ｃで構成され、開位置Ｐ２に開いた風
路開閉ダンパ６Ａから滴下した水を、吸込口グリル１１ａより外側のガイド部１１ｃで受
ける。
【００８８】
　ここで、フロントパネル１１に取り付けられるフィルタ１１０は、枠部１１０ｂがガイ
ド部１１ｃに取り付けられる構成であり、ガイド部１１ｃに取り付けられたフィルタ１１
０の枠部１１０ｂで水を受けられるようにしても良い。
【００８９】
　＜本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の作用効果例＞
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、循環ファン２が駆動されると、浴室１００の空気が、装
置本体１０に取り付けられたフロントパネル１１の吸込口グリル１１ａから循環ファン２
に吸い込まれ、浴室１００から吸い込まれた空気が、循環ファン２でフロントパネル１１
の吹出口グリル１１ｂから浴室１００に吹き出される。
【００９０】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、循環ファン２の駆動と連動してヒータ５が駆動される
ことで、温風が浴室１００に吹き出されると共に、ヒータ５が非駆動であれば、浴室１０
０の温度に応じた風が浴室１００に吹き出される。
【００９１】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、風路開閉ダンパ６Ａを図１に実線で示す開位置Ｐ
２とし、換気ファン３が駆動されると、浴室１００の空気が、フロントパネル１１の吸込
口グリル１１ａから浴室吸込風路１４ａを通り換気ファン３に吸い込まれ、換気ファン３
から排気ダクト１２を介して屋外に排気される
【００９２】
　更に、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、風路開閉ダンパ６Ａを図１に実線で示す開位置Ｐ
２、あるいは、破線で示す閉位置Ｐ１とし、換気ファン３が駆動されると、洗面脱衣所１
０２及びトイレ１０３の空気が、副吸込口グリル１３ａから副吸込ダクト１３を介して換
気ファン３に吸い込まれ、換気ファン３から排気ダクト１２を介して屋外に排気される。
【００９３】
　本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、予め設定された所定のプログラムに従っ
て実行される運転モードとして、風路開閉ダンパ６Ａを図１に実線で示す開位置Ｐ２とし
、換気ファン３を駆動することで、所定の換気風量で常時の換気運転を行う２４時間換気
運転モードを備える。
【００９４】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、風路開閉ダンパ６Ａを図１に破線で示す閉位置Ｐ
１とし、循環ファン２とヒータ５を駆動することで、浴室１００に温風を吹き出す暖房運
転を行う暖房運転モードと、循環ファン２を駆動して、浴室１００内に浴室１００の温度
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に応じて風を吹き出す涼風運転を行う涼風運転モードを備える。
【００９５】
　更に、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、風路開閉ダンパ６Ａを図１に実線で示す開位置Ｐ
２とし、換気ファン３を駆動することで、２４時間換気運転モードでの換気風量より多い
所定の換気風量で主に浴室１００の換気運転を行う換気運転モードを備える。
【００９６】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、風路開閉ダンパ６Ａを図１に実線で示す開位置Ｐ
２とし、循環ファン２とヒータ５と換気ファン３を駆動して、浴室１００内の換気動作を
行いながら、浴室内に温風を吹き出して乾燥運転を行う乾燥運転モードを備える。
【００９７】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、湿度が高くなる浴室１００に設置されることから、風路
開閉ダンパ６Ａを開位置Ｐ２として換気ファン３を駆動する換気運転モード等では、浴室
１００内の湿度の高い空気が吸込口グリル１１ａから吸い込まれる。
【００９８】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、浴室１００内の湿度の高い空気が吸込口グリル１１ａか
ら吸い込まれると、吸込口グリル１１ａと連通した浴室吸込風路１４ａの換気吸込口１５
に設けられた風路開閉ダンパ６Ａに水滴が付着する場合がある。
【００９９】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、開位置Ｐ２とした風路開閉ダンパ６Ａに水滴が付着して
いると、縦向きである風路開閉ダンパ６Ａを伝わって水が滴下する可能性がある。
【０１００】
　そこで、浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、フロントパネル１１の内側の面で、風路開閉
ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１の下端位置Ｎと対向する位置に水受け部１１ｄ
が設けられる。
【０１０１】
　これにより、開位置Ｐ２に開いた風路開閉ダンパ６Ａから水が滴下した場合に、水受け
部１１ｄで水を受けて、フロントパネル１１内で水を貯めることができる。
【０１０２】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、フロントパネル１１の下面に開口を設けて吸込口グリル
１１ａが設けられているが、本例では、吸込口グリル１１ａの外側に水受け部１１ｄが設
けられているので、開位置Ｐ２に開いた風路開閉ダンパ６Ａから水が滴下した場合でも、
吸込口グリル１１ａから浴室１００へ水が滴下することを防ぐことができる。
【０１０３】
　浴室暖房換気乾燥装置では、吸込口グリルの前面にパネル部材を取り付け、フロントパ
ネルの側方から空気を吸い込める構成とすれば、吸込口グリルの前面を覆うパネル部材で
吸込口グリルから滴下する水を受けることができる。
【０１０４】
　但し、フロントパネルの側方から空気を吸い込める構成とすると、フロントパネルが厚
くなり、浴室内での外観性が悪化する。また、フロントパネルを構成する部品数が多くな
り、コストの上昇につながる。更に、フロントパネルの重量が増加する。
【０１０５】
　また、フロントパネルの側方から空気を吸い込める構成とすると、吸込口が狭くなり、
通気抵抗が大きくなって所望の換気風量が得られなくなる。所望の換気風量を得るために
換気ファンの回転数を上げると、音が大きくなる。また、消費電力が増加する。フロント
パネルとパネル部材の間の寸法を拡大すれば、吸込口を大きくすることができるが、フロ
ントパネルが更に厚くなり、浴室内での外観性が悪化する。
【０１０６】
　更に、吸込口グリルの正面がパネル部材で覆われることで、吸込口グリルの内側に設け
られるフィルタが、フロントパネルから外さなければ目視で状態を確認することができな
い。これにより、粉塵の付着等による目詰まりが発生した状態で使用されていることを容
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易に確認できず、所望の換気風量が得られない虞がある。
【０１０７】
　また、フロントパネルの側方から空気を吸い込める構成とすると、吸い込まれる空気の
流れが天井パネルに沿うような流れとなり、天井パネルに汚れが付着する虞がある。
【０１０８】
　これに対し、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、フロントパネル１１の内
側の面に水受け部１１ｄを備える構成とすることで、従前のフロントパネルと略同形状で
水受け部１１ｄを設けることができ、外観性が向上する。
【０１０９】
　また、水受け部１１ｄは、樹脂材料で構成されるフロントパネル１１の内側の面に、凸
部あるいは溝部等を一体成型で設けることで実現でき、フロントパネル１１を構成する部
品数が増加することなく、コストの上昇を抑えることができる。更に、フロントパネル１
１の重量の増加を抑えることができる。
【０１１０】
　また、フロントパネル１１に取り付けられたフィルタ１１０の状態を、吸込口グリル１
１ａの開口から目視可能である。これにより、フィルタ１１０の汚れ具合等の状態が、フ
ィルタ１１０をフロントパネル１１から外すことなく確認可能であり、フィルタ１１０の
清掃、交換の時期を的確に判断して、換気風量が低下するような事象の発生を事前に防ぐ
ことができる。
【０１１１】
　更に、吸込口グリル１１ａが下方向に向かって開口しているので、吸込口グリル１１ａ
から吸い込まれる空気の流れが、主に下方向からの流れとなり、天井パネルに汚れが付着
するような天井パネルに沿った空気の流れの発生を抑えることができる。
【０１１２】
　なお、風路開閉ダンパと吸込口グリルの間に別部材でドレンパン等の水受け部材を設け
ることでも、吸込口グリルから滴下する水を受けることができるが、やはり部品数が多く
なり、コストの上昇につながる。また、風路の一部が水受け部材で塞がれることになり、
通気抵抗が大きくなって所望の換気風量が得られなくなる。所望の換気風量を得るために
換気ファンの回転数を上げると、音が大きくなる。また、消費電力が増加する。
【０１１３】
　これに対し、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、フロントパネル１１の内
側の面に水受け部１１ｄを備える構成とすることで、換気吸込口１５及び吸込口グリル１
１ａの一部が、水を受けるための部材で塞がれることがなく、換気吸込口１５及び吸込口
グリル１１ａの開口面積を有効に使うことができる。これにより、通気抵抗の増加が抑え
られ、換気ファン３の風量を上げることなく、所望の換気風量を得ることができる。よっ
て、静音化を図り、消費電力を抑えることもできる。
【０１１４】
　図７は、風路開閉ダンパの形状による水誘導の作用効果を示す説明図である。風路開閉
ダンパ６Ａは、開位置Ｐ２で下向きとなる辺部６１に凹状部６１ａと凸状部６１ｂが形成
される。
【０１１５】
　これにより、開位置Ｐ２とした風路開閉ダンパ６Ａに水滴が付着しており、縦向きであ
る風路開閉ダンパ６Ａを伝わって水が流れると、風路開閉ダンパ６Ａの長手方向に沿った
中央付近では、水が矢印Ａに示すように凹状部６１ａの凹形状に沿って両端側に誘導され
る。そして、風路開閉ダンパ６Ａの両端側に誘導された水が、凸状部６１ｂから滴下され
る。
【０１１６】
　このように、風路開閉ダンパ６Ａから滴下される水を所望の位置に誘導する構成を備え
ることで、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１の下端位置Ｎと対向する位
置の全体に水受け部１１ｄを設ける構成に代えて、凸状部６１ｂと対向する位置にのみ水



(13) JP 6142647 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

受け部１１ｄを設ける構成とすることができる。
【０１１７】
　また、風路開閉ダンパ６Ａの形状で水を誘導する構成に代えて、風路開閉ダンパ６Ａの
表裏面に水の流れを誘導するような凸状部材あるいは溝等を設けて、所望の位置に水を誘
導できるようにしてもよい。
【０１１８】
　次に、静音性を実現する風路構成で、水の滴下を防止する技術について説明する。上述
した２４時間換気運転モードでは、浴室１００、洗面脱衣所１０２及びトイレ１０３を含
む図示しない建物の全体の換気が行われる。２４時間換気運転モードでの換気風量は、連
続的あるいは断続的な常時換気を行うことで、所定時間で浴室１００、洗面脱衣所１０２
及びトイレ１０３を含む図示しない建物全体の空気が入れ替えられる風量に設定される。
【０１１９】
　このように、浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、２４時間換気運転モードが実行されるこ
とで、換気ファン３が常時あるいは長時間に亘り駆動されることから、換気ファン３の静
音性が求められる。
【０１２０】
　このため、浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、換気ファン３を循環ファン２の上側に重ねて
配置することで、換気ファンモータ３１等で発生する音を、循環ファン２で遮蔽する。ま
た、換気ファン３の換気ファン吸込口３２ａを、換気ファンケース３２の上面に形成する
ことで、換気ファン吸込口３２ａからの音を漏れにくくし、フロントパネル１１の吸込口
グリル１１ａから換気ファン吸込口３２ａまでの長さで、換気ファン吸込口３２ａから漏
れる音を減衰させる構成としている。
【０１２１】
　図８は、換気ファンに吸い込まれる空気の流れを示す模式図である。浴室暖房換気乾燥
装置１Ａは、上述したように、浴室吸込風路１４ａと他室吸込風路１４ｂが、金属ケース
４と換気ファンケース３２の上面との間の空間で形成される。
【０１２２】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、フロントパネル１１の吸込口グリル１１ａから吸い込
まれる浴室１００の空気Ａ１は、換気吸込口１５から浴室吸込風路１４ａを通ることで、
主に、装置本体１０の長手方向の一方の端部側から、換気ファン３の換気ファン吸込口３
２ａに吸い込まれる。
【０１２３】
　一方、副吸込口グリル１３ａから吸い込まれる洗面脱衣所１０２及びトイレ１０３の空
気Ａ２は、他室吸込風路１４ｂを通ることで、主に、装置本体１０の長手方向の他方の端
部側から、換気ファン３の換気ファン吸込口３２ａに吸い込まれる。
【０１２４】
　これにより、浴室１００から吸い込まれた湿度の高い空気Ａ１と、洗面脱衣所１０２及
びトイレ１０３から吸い込まれた冷たい空気Ａ２が、換気ファンケース３２の上面側であ
って、換気ファン吸込口３２ａの近傍で合流する。
【０１２５】
　このような浴室暖房換気乾燥装置１Ａは、浴室１００の天井１００ａに設けた図示しな
い開口部に装置本体１０が入れられる形態で設置されるので、装置本体１０の高さが、設
置場所となる天井裏の高さ方向の寸法に収まる必要がある。
【０１２６】
　このため、換気ファン３を循環ファン２の上側に重ねて配置する構成の浴室暖房換気乾
燥装置１Ａでは、装置本体１０の高さ方向の寸法を低く抑える必要があり、浴室吸込風路
１４ａ及び他室吸込風路１４ｂの高さ方向の寸法が低く抑えられる。
【０１２７】
　これにより、浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、浴室１００から吸い込まれた湿度の高い
空気Ａ１と、洗面脱衣所１０２及びトイレ１０３から吸い込まれた冷たい空気Ａ２が合流
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する換気ファン吸込口３２ａの近傍が、金属ケース４と、換気ファンケース３２の上面と
の間に形成される比較的狭い空間である。
【０１２８】
　湿度の高い空気と冷たい空気が合流することで結露が生じるが、空気の合流箇所が比較
的狭い空間で形成されることで、結露の発生箇所が狭い範囲に限定される。また、結露の
発生箇所が換気ファンケース３２の上面となるので、結露による水が浴室吸込風路１４か
ら換気吸込口１５方向に滴下することが防止される。
【０１２９】
　更に、換気ファン吸込口３２ａに換気ファンモータ３１が入る形態で取り付けられるの
で、浴室１００から吸い込まれた湿度の高い空気Ａ１と、洗面脱衣所１０２及びトイレ１
０３から吸い込まれた冷たい空気Ａ２が合流する換気ファン吸込口３２ａの近傍において
、換気ファンモータ３１が空気の流れを仕切る仕切りとして機能する。
【０１３０】
　これにより、湿度の高い空気と冷たい空気が合流するような空気の流れが、換気ファン
ケース３２の上面側で発生することが抑制され、結露の発生が抑制される。
【０１３１】
　従って、浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、循環ファン２の上側に配置される換気ファン
３の換気ファン吸込口３２ａを、換気ファンケース３２の上面に形成することで、静音性
の向上という効果に加え、結露の発生の抑制及び結露による水の滴下を抑制するという効
果が得られる。
【０１３２】
　そして、フロントパネル１１の内側の面に水受け部１１ｄを設けることで、開位置Ｐ２
とした風路開閉ダンパ６Ａに付着した水のフロントパネル１１の吸込口グリル１１ａから
の滴下を抑制することができ、換気ファン３側の風路で発生し得る結露や水分の付着によ
るフロントパネル１１の吸込口グリル１１ａからの水の滴下を抑制することができる。
【０１３３】
　＜本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の変形例＞
　図９は、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の変形例を示す要部断面図である。上述
したように、図１等に示す実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置１Ａでは、フロントパネル
１１の内側の面であって、吸込口グリル１１ａの外側に水受け部１１ｄを設ける構成とし
た。これに対して、格子状の開口である吸込口グリル１１ａの格子の部分に合わせて水受
け部を設ける構成としても良い。
【０１３４】
　図９に示す変形例の浴室暖房換気乾燥装置１Ｂでは、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２
における辺部６１の下端位置Ｎと、格子状の開口である吸込口グリル１１ａの格子１１ｆ
の位置を合わせて水受け部１１ｇを備える。
【０１３５】
　本例では、吸込口グリル１１ａの格子１１ｆと、フィルタ１１０の枠部１１０ｂの一部
、あるいは全部の位置が合わせられ、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１
の下端位置Ｎと対向した位置のフィルタ１１０の枠部１１０ｂに、水受け部１１ｇが設け
られる。
【０１３６】
　水受け部１１ｇは、フィルタ１１０の枠部１１０ｂの内側の面に、主にフィルタ部１１
０ａ方向への水の流れを抑える凸部１１ｈを設けて構成される。
【０１３７】
　これにより、浴室暖房換気乾燥装置１Ｂは、開位置Ｐ２に開いた風路開閉ダンパ６Ａか
ら水が滴下した場合に、フロントパネル１１内のフィルタ１１０で、フィルタ部１１０ａ
以外の位置に設けられる水受け部１１ｇで水を受けることができ、吸込口グリル１１ａ方
向へ水が流れることを防ぐことができる。
【０１３８】
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　ここで、フィルタ１１０はフロントパネル１１に対して着脱可能な部材であることから
、フィルタ１１０に水受け部１１ｇを設けることで、水受け部１１ｇで受けた水を、フィ
ルタ１１０をフロントパネル１１から取り外すことで、容易に除去することが可能である
。また、水受け部１１ｇに図示しない吸水部材を設けて、吸水部材で水を吸収できるよう
にしても良く、吸水部材を交換可能に構成しても良い。
【０１３９】
　更に、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１の下端位置Ｎと対向した位置
の吸込口グリル１１ａの格子１１ｆに水受け部を設ける構成としても良く、フィルタ１１
０とフロントパネル１１の両方に水受け部を設ける構成としても良い。
【０１４０】
　図１０及び図１１は、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の他の変形例を示す要部断
面図である。図１０及び図１１に示す他の変形例の浴室暖房換気乾燥装置１Ｃでは、風路
開閉ダンパ６Ｂにおいて、換気吸込口１５を開く動作で下端となる辺部６２を一の方向に
傾斜させて、水誘導部６２ａを備える。
【０１４１】
　水誘導部６２ａは、図１０に示すように、開位置Ｐ２に開いた風路開閉ダンパ６Ｂでは
、風路開閉ダンパ６Ｂの長手方向に沿った一方の端部側を、他方の端部側に対して下方に
突出させる方向に傾斜させて構成される。
【０１４２】
　また、水誘導部６２ａは、図１１に示すように、開位置Ｐ２に開いた風路開閉ダンパ６
Ｂにおいて、上向きとなる側を開口させた溝部６２ｂを、風路開閉ダンパ６Ｂの辺部６２
に沿って設けて構成される。更に、水誘導部６２ａは、風路開閉ダンパ６Ｂの長手方向に
沿った一方の端部側を開口して、溝部６２ｂと連通した水排出部６２ｃを備える。
【０１４３】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ｃは、風路開閉ダンパ６Ｂの開位置Ｐ２における辺部６２の下
端位置Ｎであって、水排出部６２ｃと対向する位置に水受け部１１ｉを備える。水受け部
１１ｉは、本例では、フロントパネル１１の内側の面であって、風路開閉ダンパ６Ｂの開
位置Ｐ２における辺部６２の下端位置Ｎと対向する位置で、少なくとも水排出部６２ｃと
対向する位置に設けられる。
【０１４４】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ｃでは、開位置Ｐ２とした風路開閉ダンパ６Ｂに水が付着して
いると、縦向きとした風路開閉ダンパ６Ｂの面を伝わって下方向へ水が流れる。風路開閉
ダンパ６Ｂの面を伝わって下方向へ流れる水は、開位置Ｐ２とした風路開閉ダンパ６Ｂに
おいて、下端側に設けられる水誘導部６２ａの溝部６２ｂに誘導される。
【０１４５】
　水誘導部６２ａは、図１０に示すように、開位置Ｐ２に開いた風路開閉ダンパ６Ｂでは
、風路開閉ダンパ６Ｂの長手方向に沿った一方の端部側を、他方の端部側に対して下方に
突出させる方向に傾斜させて構成される。
【０１４６】
　風路開閉ダンパ６Ｂは、開位置Ｐ２に開いた状態では、水排出部６２ｃが設けられた一
方の端部側が下方に突出する方向に水誘導部６２ａが傾斜しているので、水誘導部６２ａ
の溝部６２ｂに誘導された水が、水誘導部６２ａの傾斜に沿って矢印Ｂに示すように水排
出部６２ｃ方向に流れ、水排出部６２ｃから滴下される。
【０１４７】
　このように、風路開閉ダンパ６Ｂに溝部６２ｂを有した水誘導部６２ａを備える構成と
したことで、風路開閉ダンパ６Ｂに付着した水が、水排出部６２ｃ以外の箇所から滴下す
ることを抑制して、所望の位置に誘導することができる。
【０１４８】
　これにより、風路開閉ダンパ６Ｂの開位置Ｐ２における辺部６２の下端位置Ｎと対向す
る位置の全体に水受け部を設ける構成に代えて、水排出部６２ｃと対向する位置にのみ水
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受け部１１ｉを設ける構成とすることができる。
【０１４９】
　図１２は、本実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の他の変形例を示す要部断面図である
。上述した各実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置では、フロントパネル１１、フィルタ１
１０等のフロントパネル１１側の部材で水受け部を構成したが、装置本体１０側の部材で
水受け部を構成しても良い。
【０１５０】
　図１２に示す他の変形例の浴室暖房換気乾燥装置１Ｄでは、装置本体１０側の部材とし
て、例えば、浴室吸込風路１４ａ及び換気吸込口１５を構成する循環ファンケース２２で
、風路開閉ダンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１の下端位置Ｎと対向する位置に水受
け部２２ｄを備える。
【０１５１】
　水受け部２２ｄは、循環ファンケース２２と一体に形成され、循環ファンケース２２の
一部が浴室吸込風路１４ａ内、本例では換気吸込口１５内に突出する形態で、風路開閉ダ
ンパ６Ａの開位置Ｐ２における辺部６１の下端位置Ｎと対向する
【０１５２】
　これにより、部品数を増加させることなく、装置本体１０側に水受け部２２ｄを設ける
ことができる。また、フロントパネルは水受け部が設けられたものでも良いし、水受け部
の設けられていない従前のものでも使用できる。なお、本例では循環ファンケース２２と
一体で水受け部２２ｄを設ける構成としたが、循環ファンケース２２の一部を構成する本
体ケース部２２ｅ、あるいは、装置本体１０側の他の構成要素と一体に水受け部が設けら
れる構成であっても良い。
【０１５３】
　＜本発明の浴室暖房換気乾燥装置の他の実施の形態例＞
　図１３は、他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の一例を示す内部構成図である。浴
室暖房換気乾燥装置１Ｅは、図２に示すような湿度が高くなる浴室１００に設置されて、
浴室１００の空気を吸い込んで屋外に排出すると共に、浴室１００以外の他室、本例では
、洗面脱衣所１０２とトイレ１０３からも空気を吸い込んで屋外に排出する構成である。
【０１５４】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ｅでは、図２に示すトイレ１０３の換気を行う場合等に、浴室
１００への臭気の漏れを抑制するため、図１３に破線で示すように、風路開閉ダンパ６Ｃ
を閉位置Ｐ１として換気動作が行われる。
【０１５５】
　風路開閉ダンパ６Ｃを閉位置Ｐ１として換気動作が行われると、トイレ１０３等から吸
い込まれた冷たい空気が図１等で説明した他室吸込風路１４ｂを通る。一方、他室吸込風
路１４ｂと浴室吸込風路１４ａが連通していることから、閉位置Ｐ１とした風路開閉ダン
パ６Ｃの下面は、浴室１００内に湿度の高い空気と接し、風路開閉ダンパ６Ｃの上面は、
冷たい空気と接することになる。
【０１５６】
　このため、閉位置Ｐ１とした風路開閉ダンパ６Ｃの表裏面での温湿度の差から、風路開
閉ダンパ６Ｃの下面で結露が発生し、水滴が付着する場合がある。そこで、浴室暖房換気
乾燥装置１Ｅでは、フロントパネル１１の内側の面で、風路開閉ダンパ６Ｃの閉位置Ｐ１
における辺部６３の位置Ｎ１と、図１３に二点鎖線で示す風路開閉ダンパ６Ｃの開位置Ｐ
２における辺部６３の下端位置Ｎ２との間で対向する所定の位置に水受け部１１ｊを設け
る。そして、結露等で風路開閉ダンパ６Ｃに付着した水を、風路開閉ダンパ６Ｃを開く動
作で水受け部１１ｊに滴下させる。
【０１５７】
　すなわち、風路開閉ダンパ６Ｃは、閉位置Ｐ１から軸６０を支点とした回転動作で、辺
部６３が下向きとなる方向に回転する。風路開閉ダンパ６Ｃは、図１３に実線で示す所定
の半開位置Ｐ３で、水受け部１１ｊに対向した辺部６３側が下がる方向に傾斜した向きと
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なり、結露等で風路開閉ダンパ６Ｃに付着した水が、風路開閉ダンパ６Ｃと伝わって水受
け部１１ｊに滴下する。そして、風路開閉ダンパ６Ｃは、開位置Ｐ２では、略垂直方向に
沿った縦向きで換気吸込口１５を開く。
【０１５８】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ｅでは、風路開閉ダンパ６Ｃを閉位置Ｐ１から開位置Ｐ２まで
開く動作で、例えば、半開位置Ｐ３で一度風路開閉ダンパ６Ｃの回転を停止する、あるい
は、回転速度を落とすことで、風路開閉ダンパ６Ｃに付着した水を確実に水受け部１１ｊ
に滴下することができる。
【０１５９】
　ここで、浴室暖房換気乾燥装置１Ｅは、半開位置Ｐ３にある風路開閉ダンパ６Ｃから滴
下される水を受けるのであれば、フロントパネル１１の内側の面で、風路開閉ダンパ６Ｃ
の閉位置Ｐ１における辺部６３の位置Ｎ１と、風路開閉ダンパ６Ｃの半開位置Ｐ３におけ
る辺部６３の位置Ｎ３との間で対向する所定の位置に水受け部１１ｊを設ける構成とすれ
ば良い。
【０１６０】
　一方、浴室暖房換気乾燥装置１Ｅは、半開位置Ｐ３にある風路開閉ダンパ６Ｃから滴下
される水と、開位置Ｐ２にある風路開閉ダンパ６Ｃから滴下される水を受けるのであれば
、フロントパネル１１の内側の面で、風路開閉ダンパ６Ｃの閉位置Ｐ１における辺部６３
の位置Ｎ１と、風路開閉ダンパ６Ｃの開位置Ｐ２における辺部６３の下端位置Ｎ２との間
で対向する位置に水受け部１１ｊを設ける構成とすれば良い。
【０１６１】
　なお、図１３の例では、フロントパネル１１に水受け部１１ｊを設ける構成としたが、
装置本体１０側に水受け部を設ける構成としても良い。例えば、循環ファンケース２２、
あるいは循環ファンケース２２の一部を構成する本体ケース部２２ｅの一部を、換気吸込
口１５の開口が確保される形態で換気吸込口１５内に突出させる形態とする。これにより
、少なくとも風路開閉ダンパ６Ｃの半開位置Ｐ３における辺部６３の位置Ｎ３と対向する
位置に、水受け部を設ける構成としても良い。
【０１６２】
　図１４は、他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の変形例を示す内部構成図である。
浴室暖房換気乾燥装置１Ｆでは、フロントパネル１１の内側の面で、少なくとも、風路開
閉ダンパ６Ｄの閉位置Ｐ１における辺部６４の位置Ｎ１と対向する所定の位置に水受け部
１１ｋを設ける。
【０１６３】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ｆは、風路開閉ダンパ６Ｄの少なくとも下面を、辺部６
４側が下がる方向に傾斜させて斜面部６５を備える。これにより、閉位置Ｐ１での風路開
閉ダンパ６Ｄに結露等で付着した水を、斜面部６５の傾斜によって矢印Ｃに示すように辺
部６４方向に流し、辺部６４の側から水受け部１１ｋに滴下させることができる。
【０１６４】
　なお、図１４の例では、フロントパネル１１に水受け部１１ｋを設ける構成としたが、
装置本体１０側に水受け部を設ける構成としても良い。例えば、循環ファンケース２２、
あるいは循環ファンケース２２の一部を構成する本体ケース部２２ｅの一部を、換気吸込
口１５の開口が確保される形態で換気吸込口１５内に突出させる形態とする。これにより
、風路開閉ダンパ６Ｄの閉位置Ｐ１における辺部６４の位置Ｎ１と対向する位置に、水受
け部を設ける構成としても良い。
【０１６５】
　図１５は、他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の別の変形例を示す内部構成図であ
る。浴室暖房換気乾燥装置１Ｇは、閉位置Ｐ１とした風路開閉ダンパ６Ｅにおいて、風路
開閉ダンパ６Ｅの少なくとも下面を、両側の辺部６６ａ、６６ｂ側が下がる方向に湾曲さ
せて湾曲部６６を備える。風路開閉ダンパ６Ｅは、本例では、上面及び下面の両方が、両
側の辺部６６ａ、６６ｂ側を下がる方向に湾曲させた形状で構成される。
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【０１６６】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ｇは、フロントパネル１１の内側の面で、少なくとも、
風路開閉ダンパ６Ｅの閉位置Ｐ１における両側の辺部６６ａ、６６ｂの位置Ｎ４、Ｎ５と
対向する所定の位置に水受け部１１ｍを備える。水受け部１１ｍは、本例では、風路開閉
ダンパ６Ｅの閉位置Ｐ１における両側の辺部６６ａ、６６ｂの位置Ｎ４、Ｎ５と対向する
位置の間の全体に設けられる。
【０１６７】
　これにより、浴室暖房換気乾燥装置１Ｇでは、閉位置Ｐ１での風路開閉ダンパ６Ｅに結
露等で付着した水を、湾曲部６６の傾きによって矢印Ｄに示すように両側の辺部６６ａ、
６６ｂ方向に流し、辺部６６ａ、６６ｂから水受け部１１ｍに滴下させることができる。
【０１６８】
　なお、図１５の例では、フロントパネル１１に水受け部１１ｍを設ける構成としたが、
装置本体１０側に水受け部を設ける構成としても良い。例えば、循環ファンケース２２、
あるいは循環ファンケース２２の一部を構成する本体ケース部２２ｅの一部を、換気吸込
口１５の開口が確保される形態で換気吸込口１５内に突出させる形態とする。これにより
、風路開閉ダンパ６Ｅの閉位置Ｐ１における一方の辺部６６ａの位置Ｎ４及び他方の辺部
６６ｂの位置Ｎ５と対向するそれぞれの位置に、水受け部を設ける構成としても良い。
【０１６９】
　図１６、図１７及び図１８は、他の実施の形態の浴室暖房換気乾燥装置の別の変形例を
示す要部断面図である。図１６、図１７及び図１８に示す他の実施の形態の浴室暖房換気
乾燥装置１Ｈでは、風路開閉ダンパ６Ｆの長手方向に沿って延在する軸６７を、長手方向
に沿った一方の端部側が他方の端部側に対して下方となる向きで上下方向に傾斜させる。
【０１７０】
　これにより、図１７に示す閉位置Ｐ１にある風路開閉ダンパ６Ｆでは、長手方向に沿っ
た一方の端部側が他方の端部側に対して下方に突出する方向に傾斜する。また、図１８に
示す開位置Ｐ２にある風路開閉ダンパ６Ｆでは、換気吸込口１５を開く動作で下端となる
辺部６８が、長手方向に沿った一方の端部側が他方の端部側に対して下方に突出する方向
に傾斜する。
【０１７１】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ｈは、風路開閉ダンパ６Ｆの開位置Ｐ２における辺部６８の下
端位置Ｎと対向する位置に水受け部１１ｎを備える。水受け部１１ｎは、本例では、フロ
ントパネル１１の内側の面であって、風路開閉ダンパ６Ｆの開位置Ｐ２における辺部６８
の下端位置Ｎと対向する位置に設けられる。
【０１７２】
　浴室暖房換気乾燥装置１Ｈでは、閉位置Ｐ１とした風路開閉ダンパ６Ｆに水が付着して
いると、傾斜している風路開閉ダンパ６Ｆの面を伝わって矢印Ｅに示すように一方の端部
側へ水が流れる。風路開閉ダンパ６Ｆの面を伝わって流れる水は、風路開閉ダンパ６Ｆの
一方の端部側から水受け部１１ｎに滴下される。
【０１７３】
　また、浴室暖房換気乾燥装置１Ｈでは、開位置Ｐ２とした風路開閉ダンパ６Ｆに水が付
着していると、縦向きとした風路開閉ダンパ６Ｆの面を伝わって下方向へ水が流れる。風
路開閉ダンパ６Ｆの面を伝わって下方向へ流れる水は、辺部６８の傾斜に沿って矢印Ｆ方
向に流れ、風路開閉ダンパ６Ｆの一方の端部側から水受け部１１ｎに滴下される。
【０１７４】
　このように、風路開閉ダンパ６Ｆの軸６７を上下方向に傾斜させることで、閉位置Ｐ１
とした風路開閉ダンパ６Ｆに付着した水を、風路開閉ダンパ６Ｆの面の傾斜によって水受
け部１１ｎに滴下させることができる。また、開位置Ｐ２とした風路開閉ダンパ６Ｆに付
着した水を、換気吸込口１５を開く動作で下端となる辺部６８の傾斜によって水受け部１
１ｎに滴下させることができる。
【０１７５】
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　そして、風路開閉ダンパ６Ｆから滴下される水を所望の位置に誘導できることで、風路
開閉ダンパ６Ｆの開位置Ｐ２における辺部６８の下端位置Ｎと対向する位置の全体に水受
け部１１ｎを設ける構成に代えて、風路開閉ダンパ６Ｆの下方に傾斜した側の端部と対向
する位置にのみ水受け部１１ｎを設ける構成とすることができる。
【０１７６】
　なお、図１６、図１７及び図１８の例では、フロントパネル１１に水受け部１１ｎを設
ける構成としたが、装置本体１０側に水受け部を設ける構成としても良い。例えば、循環
ファンケース２２、あるいは循環ファンケース２２の一部を構成する本体ケース部２２ｅ
の一部を、換気吸込口１５の開口が確保される形態で換気吸込口１５内に突出させる形態
とする。これにより、風路開閉ダンパ６Ｆの開位置Ｐ２における辺部６８の位置Ｎと対向
する位置に、水受け部を設ける構成としても良い。
【０１７７】
　ここで、浴室吸込風路１４ａ及び他室吸込風路１４ｂ等、水が付着する可能性がある風
路を構成する部位を傾斜させて、装置本体内で所定の方向あるいは位置に水を誘導させ、
当該所定の位置、あるいは、所定の方向から水が滴下される位置に水受け部を設けること
で、装置本体に発生する水を所定の箇所に集め、機外へ滴下することを抑制するような構
成としても良い。
【０１７８】
　また、上述した各実施の形態では、風路開閉ダンパの配置、形状、水受け部等で水滴下
抑制手段を構成したが、風路開閉ダンパが閉じている間に風路開閉ダンパの表裏面での温
度差から風路開閉ダンパの下面で結露が発生し、水滴が風路開閉ダンパに付着することを
抑制するため、水付着抑制手段として、風路開閉ダンパを断熱部材で形成する構成とする
ことや、風路開閉ダンパを中空構造として風路開閉ダンパの内部に空気層を形成する構成
とする。これにより、風路開閉ダンパの表裏面での温度差に起因する結露水の発生自体を
抑制し、機外へ結露水が滴下することを抑制することができる。
【０１７９】
　更に、風路開閉ダンパに吸湿部材を配置することで、水を吸湿部材で吸湿して、水滴が
風路開閉ダンパに付着しないような構成としても良い。
【０１８０】
　また、水滴下抑制手段として、風路開閉ダンパに付着した水を検出するための重量セン
サや光センサ等の検出手段を設け、検出手段での検出値に基づき風路開閉ダンパを回動さ
せ、風路開閉ダンパに付着した水を所定の水受け部に滴下させる構成としても良い。
【０１８１】
　あるいは、水滴下抑制手段として、風路開閉ダンパ近傍に設けたヒータを、検出手段で
の検出値に基づき加熱し、温風を風路開閉ダンパに当てることで、結露水を蒸発させて機
外に滴下させないような構成としても良い。
【０１８２】
　例えば、検出手段として重量センサを設ける構成では、水が付着していない風路開閉ダ
ンパの重量を制御手段が記憶しておき、制御手段が記憶している基準となる風路開閉ダン
パの重量と検出値の高低、本例では、基準重量より検出値が所定の値を上回ると、風路開
閉ダンパに水が付着していると判断し、図１３に示すような動作で、風路開閉ダンパに付
着した水を所定の水受け部へ滴下させるように制御する。
【０１８３】
　あるいは、風路開閉ダンパ近傍に設けたヒータを、検出手段での検出値に基づき加熱し
、温風を風路開閉ダンパに当てることで、結露水を蒸発させて機外に滴下させないように
する制御を行う。
【０１８４】
　また、検出手段として光センサを設ける構成では、例えば、発光素子から出射された光
を風路開閉ダンパで反射させて受光素子で受光させる構成で、反射率の変化等、表面状態
の変化を検出できるようにして、基準値と検出値の高低、本例では、検出値が所定の値以
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下となると、風路開閉ダンパに水が付着していると判断し、図１３に示すような動作で、
風路開閉ダンパに付着した水を所定の水受け部へ滴下させるように制御する。
【０１８５】
　あるいは、風路開閉ダンパ近傍に設けたヒータを、検出手段での検出値に基づき加熱し
、温風を風路開閉ダンパに当てることで、結露水を蒸発させて機外に滴下させないように
する制御を行う。
【０１８６】
　更に、水付着抑制手段として、風路開閉ダンパの近傍に湿度センサとヒータとを配置し
、湿度センサでの検出値と基準値との高低、本例では検出値が所定の値以上になると、ヒ
ータを加熱し、風路開閉ダンパ近傍の空気を加熱することで、相対湿度を下げることがで
き、風路開閉ダンパに結露水が付着することを抑制し、結露水を機外へ滴下させないよう
にする構成としても良い。
【０１８７】
　尚、上述した風路開閉ダンパは、軸を支点とした回転動作で風路を開閉する構成とした
が、開度により風量を調整する構成としても良い。また、直線動作で風路を開閉、あるい
は調整する構成としても良い。更に、各実施の形態では、空気の吸込口での水の滴下抑制
技術について説明したが、空気の吹出口に適用しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１８８】
　本発明は、浴室等の湿度の高い環境で使用され、風路内に結露が発生し得る送風装置に
適用される。
【符号の説明】
【０１８９】
　１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ、１Ｆ、１Ｇ、１Ｈ・・・浴室暖房換気乾燥装置、２・
・・循環ファン、３・・・換気ファン、４・・・金属ケース、６Ａ、６Ｂ、６Ｃ、６Ｄ、
６Ｅ、６Ｆ・・・風路開閉ダンパ、１０・・・装置本体、１１・・・フロントパネル、１
１ａ・・・吸込口グリル、１１ｂ・・・吹出口グリル、１１ｄ、１１ｇ、１１ｉ、１１ｊ
、１１ｋ、１１ｍ、１１ｎ、２２ｄ・・・水受け部
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【図１５】 【図１６】
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