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(57)【要約】
【課題】他室のみの換気運転と浴室・他室の同時換気運
転に切り替えても一つの換気ファンで他室の換気風量を
低下させることなく、換気ファンをコンパクト化するこ
とができる浴室乾燥機を提供する。
【解決手段】浴室の換気・乾燥・暖房を行う循環ユニッ
ト１Ｂと、浴室以外の他室の換気を行う換気ユニット１
Ａとを備え、循環ユニットは、吸込み口１１、循環ファ
ン１２、加熱手段１５、吹出し口１６、排気口１９、吸
込み口と吹出し口とを連絡する循環風路、換気接続口１
７を介して吸込み口と排気口とを連絡する排気風路１８
、換気接続口１７を開閉するとともに、循環風路と排気
風路の一方又は両方の風路への切替が可能な風路切替手
段１４、を備えており、換気ユニットは、換気吸込み口
３、排気口１９に連通する換気排気口８、換気ファン５
、を備えており、循環ユニットは、換気ユニットの換気
排気口から吹き出す空気と循環ユニットの排気口から吹
き出す空気とを誘引流が生じるように合流させて排出す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴室の換気・乾燥・暖房を行う機能を有する循環ユニットと、
　浴室以外の他室の換気を行う機能を有する換気ユニットと、
を備えた浴室乾燥機であって、
　前記循環ユニットは、
　浴室空間に連通する吸込み口および吹出し口と、
　屋外に連通する排気口と、
　前記吸込み口と前記吹出し口とを連絡する循環風路と、
　換気接続口を介して前記吸込み口と前記排気口とを連絡する排気風路と、
　前記吸込み口から空気を吸い込み、前記循環風路又は前記排気風路へ送風する送風機と
、
　前記循環風路を循環する空気を温める加熱手段と、
　前記換気接続口を開閉するとともに、前記循環風路と前記排気風路の一方又は両方の風
路への切替が可能な風路切替手段と、
を備えており、
　前記換気ユニットは、
　他室空間に連通する換気吸込み口と、
　前記排気口に連通する換気排気口と、
　前記換気吸込み口から空気を吸い込み、前記換気排気口へ送風する送風機と、
を備えており、
　前記循環ユニットは、前記換気ユニットの換気排気口から吹き出す空気と前記循環ユニ
ットの排気口から吹き出す空気とを誘引流が生じるように合流させて排出する
ことを特徴とする浴室乾燥機。
【請求項２】
　前記換気ユニットの換気排気口と前記循環ユニットの排気口とは、二重管構造となって
いることを特徴とする請求項１記載の浴室乾燥機。
【請求項３】
　前記換気ユニットは、前記換気排気口からの空気の逆流を防ぐ逆流防止手段を備えたこ
とを特徴とする請求項１記載の浴室乾燥機。
【請求項４】
　前記逆流防止手段は、風圧で開閉することを特徴とする請求項３記載の浴室乾燥機。
【請求項５】
　前記逆流防止手段は、電気駆動で開閉することを特徴とする請求項３記載の浴室乾燥機
。
【請求項６】
　前記換気ユニットは、前記循環ユニットの上部に配置されていることを特徴とする請求
項１～３のいずれか一項に記載の浴室乾燥機。
【請求項７】
　前記換気ユニットは、前記循環ユニットの上面の輪郭から外側へ出ないように形成され
ていることを特徴とする請求項６記載の浴室乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室の天井面に設置され、浴室の換気・乾燥・暖房と浴室以外の他室の換気
を行うことができる他室用途の浴室乾燥機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、浴室乾燥機に関し、浴室の換気・乾燥・暖房する機能と脱衣所・トイレ等の
浴室以外の他室を換気する機能を持つ他室用途の浴室乾燥機について数多くの提案がなさ
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れている。他室用途の浴室乾燥機は、浴室内を換気・乾燥・暖房する風路と他室を換気す
る風路の２つの風路が必要となり、それぞれの機能を独立に動作させる場合には少なくと
も２つの風路構成部が必要となる。また、他室用途の浴室乾燥機は、浴室のみの１部屋用
途の浴室乾燥機と比べて、他室に連通する他室風路の構成が必要となり、コンパクト化が
図り難くいものである。そのため、他室用途の浴室乾燥機は、他室風路構成を改善する手
段が数多く提案されている。
【０００３】
　従来の他室用途の浴室乾燥機では、例えば、浴室と脱衣所およびトイレを換気するため
に、各室に対応する換気ファンをそれぞれの吸気口に対応した数だけ設ける必要があった
。そのため、部品占有のスペースが必要となり、製品サイズが大きくなって、浴室乾燥機
を設置する際の取付け開口が大きくなるという課題があった。
　そこで、例えば、特許文献１に記載されている他室換気機能を持った浴室乾燥機では、
浴室と他室の換気を一つのファンで行い、トイレ空間に連通する第１吸気口と、洗面空間
（脱衣所）に連通する第２吸気口と、浴室空間に連通する第３吸気口と、屋外に連通する
排気口と、第２及び第３吸気口を塞ぐ開閉手段とを備えている。このような風路構成によ
り、特許文献１の浴室乾燥機では、一つの換気ファンと開閉手段の角度調節により浴室乾
燥機のコンパクト化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４４３２１０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載されている浴室乾燥機では、浴室と他室の換気を一つ
の換気ファンのみで行っているため、他室の換気を行っている最中に浴室の換気運転を行
い、開閉手段の角度を変更させると、浴室と他室の流路抵抗が変化し、風量配分が変化す
るため、脱衣所やトイレ等の他室換気風量が低下する。そのため、他室を換気する換気風
量を確保するには、一つの換気ファンで大風量を送風する必要がある。しかし、大風量を
送風するためには、換気ファンを大きくするか、換気ファンの回転数を上げる必要がある
。換気ファンを大きくすると、製品サイズが大きくなるという課題があり、換気ファンの
回転数を上げると、騒音が大きくなるという課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、他室のみの換気運
転と浴室・他室の同時換気運転に切り替えても一つの換気ファンで他室の換気風量を低下
させることなく、換気ファンをコンパクト化することができる浴室乾燥機を提供すること
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る浴室乾燥機は、浴室の換気・乾燥・暖房を行う機能を有する循環ユニット
と、浴室以外の他室の換気を行う機能を有する換気ユニットと、を備えた浴室乾燥機であ
って、循環ユニットは、浴室空間に連通する吸込み口および吹出し口と、屋外に連通する
排気口と、吸込み口と吹出し口とを連絡する循環風路と、換気接続口を介して吸込み口と
排気口とを連絡する排気風路と、吸込み口から空気を吸い込み、循環風路又は排気風路へ
送風する送風機と、循環風路を循環する空気を温める加熱手段と、換気接続口を開閉する
とともに、循環風路と排気風路の一方又は両方の風路への切替が可能な風路切替手段と、
を備えており、換気ユニットは、他室空間に連通する換気吸込み口と、排気口に連通する
換気排気口と、換気吸込み口から空気を吸い込み、換気排気口へ送風する送風機と、を備
えており、循環ユニットは、換気ユニットの換気排気口から吹き出す空気と循環ユニット
の排気口から吹き出す空気とを誘引流が生じるように合流させて排出することとしたもの
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である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る浴室乾燥機では、浴室の換気は循環ユニットで行い、他室の換気は換気ユ
ニットで行う。また、換気ユニットの換気排気口から吹き出す空気と循環ユニットの排気
口から吹き出す空気とを誘引流が生じるように合流させて排出することとしたので、他室
のみの換気運転から浴室と他室の同時換気運転に切り替えても他室の換気風量を低下する
ことなく、浴室と他室の同時換気を行うことができる。また、浴室の換気は循環ユニット
で行い、他室の換気は換気ユニットで行うことにより、換気ユニットの処理風量は浴室換
気分を減らすことが可能となる。そのため、換気ファンのコンパクト化を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る浴室乾燥機の使用形態を示す概念図である。
【図２】実施の形態１に係る浴室乾燥機の模式図である。
【図３】実施の形態１に係る浴室乾燥機の循環ユニットの排気口と換気排気口とを二重管
構造に構成したものを示す概略図である。
【図４】吹出しガイドグリルの一例を示す斜視図である。
【図５】風路切替手段の駆動部分の断面を示す概略図である。
【図６】浴室乾燥機が他室の換気運転を行っている時の概略的な断面図である。
【図７】浴室乾燥機が浴室の微弱換気と他室の換気運転を行っている時の概略的な断面図
である。
【図８】浴室乾燥機が浴室と他室の両室の換気運転を行っている時の概略的な断面図であ
る。
【図９】浴室乾燥機が浴室のみの換気運転を行っている時の概略的な断面図である。
【図１０】浴室乾燥機が浴室の乾燥運転を行っている時の概略的な断面図である。
【図１１】浴室乾燥機が浴室の暖房運転を行っている時の概略的な断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る浴室乾燥機の概略的な断面図である。
【図１３】実施の形態２に係る浴室乾燥機における配管設置の一例の模式図である。
【図１４】本発明の実施の形態３に係る浴室乾燥機における、排気口と換気排気口の二重
管構造の他の例を示す概略の部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る浴室乾燥機の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
なお、本発明は以下に説明する実施の形態に限定されるものではない。
【００１１】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る浴室乾燥機１の使用形態を示す概念図であり、浴
室乾燥機１とこれに接続される給気ダクト、排気ダクト等の一例を示す概略図である。ま
た、図１以下の図に示す実線の矢印は空気の流れ方向を示すものである。
【００１２】
　浴室乾燥機１は、浴室ＢＲの天井に取り付けられるものである。浴室乾燥機１は、浴室
ＢＲの空気を吸い込み、加熱手段（図１では図示省略）を経由させて浴室ＢＲに空気を吹
出すことができる。また、浴室乾燥機１は、浴室ＢＲ内の空気を吸い込み、排気ダクトＤ
１を通してから外部へ排気することもできる。また、浴室乾燥機１は、例えば脱衣所ＤＲ
の天井に設けられた吸引口ＤＲ１と吸引口ＤＲ１に繋がるダクトＤＲ２を通して脱衣所Ｄ
Ｒ内の空気を吸い込み、排気ダクトＤ１を通して外部へ排気することもできる。更に、浴
室乾燥機１は、複数階構造の建物における階間空間（各階の間の空間）ＫＳの空気を階間
空間ＫＳに接続されたダクトＤＫＳを通して吸い込み、排気ダクトＤ１を通して外部へ排
気することもできる。
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【００１３】
　図２は、実施の形態１に係る浴室乾燥機１の模式図で、図２の（ａ）は、浴室乾燥機１
の一例を概略的に示す断面図、図２の(ｂ)は、（ａ）に断面図として示した浴室乾燥機１
を上面側から見た外形図である。
【００１４】
　図２に示すように、この浴室乾燥機１は、浴室以外の他室の換気を行う機能を有する換
気ユニット１Ａと、浴室の換気・乾燥・暖房を行う機能を有する循環ユニット１Ｂとを備
えている。
【００１５】
　換気ユニット１Ａは、換気チャンバー２に、少なくとも一つの換気吸込み口３、換気オ
リフィス板４、送風機（以下、換気ファンと称す）５、換気ファンモーター６、逆流防止
手段７、換気排気口８を備えている。
【００１６】
　循環ユニット１Ｂは、外装ケーシング９、循環オリフィス板１０、吸込み口１１、送風
機（以下、循環ファンと称す）１２、循環ファンモーター１３、風路切替手段１４、加熱
手段１５、吹出し口１６、換気接続口１７、排気風路１８、排気口１９を備えている。
【００１７】
　循環オリフィス板１０に設けられた吸込み口１１の上流には、空気中の埃を取り除くフ
ィルター２０が着脱可能に配置されている。浴室乾燥機１の浴室内露出面側には、意匠パ
ネル２１が備えられている。浴室乾燥機１の外郭上面には、制御部（回路部）２３および
電源接続部（図示せず）を備えている。操作部となるリモートコントローラ（図示せず）
は制御部２３と通信線（図示せず）にて接続され、リモートコントローラからの運転要求
を通信にて制御部２３に伝えられる。なお、リモートコントローラの通信方式は、有線、
無線のいずれでもよく、また携帯電話等のモバイル機器を介した外部からの操作を可能に
するものでもよい。以下、上記の各構成部品について更に詳しく説明する。
【００１８】
（換気ユニット１Ａ）
　換気ユニット１Ａの構成について説明する。換気チャンバー２（図２参照）は、浴室以
外の他室の空気を吸い込む換気吸込み口３と、換気吸込み口３に対向してオリフィス４ａ
が設けられた換気オリフィス板４と、他室の換気を行う換気ファン５と、換気ファン５を
駆動する換気ファンモーター６と、他室への浴室空気の逆流を防ぐ開閉手段からなる逆流
防止手段７と、換気排気口８とを備えている。
【００１９】
　換気チャンバー２の外郭には、他室の換気を行うための少なくとも一つ（本例では３つ
）の開口を設け、該他室から空気を吸い込むためのダクトＤＲ２（図１参照）を接続する
ための換気吸込み口３が設けられている。排気チャンバー２の内部には、換気ファン５用
の換気オリフィス板４が配設されており、他室の空気は換気吸込み口３から換気オリフィ
ス板４のオリフィス４ａ、換気ファン５を通り、換気排気口８へ通じる排気風路１８が形
成されている。また、換気オリフィス板４に形成されたオリフィス４ａは、一つの主たる
換気吸込み口３に対向して設けられている。オリフィス４ａに向き合わない他の２つの換
気吸込み口３は同じくオリフィス４ａに通じる換気副吸込み口３Ａ、３Ｂとなっている。
他室の空気は、図１に示すように、該他室に開口する吸引口ＤＲ１と換気吸込み口３とを
ダクトＤＲ２にて連通させることにより、該他室の空気を搬送することができる。
【００２０】
　換気ファン５は、換気ファンモーター６により駆動される。そして、換気ファン５の回
転により脱衣所・トイレ等の他室からの空気は、他室空間に連通する換気吸込み口３を介
して吸い込まれる。吸い込まれた他室の空気は、排気チャンバー２内の換気オリフィス板
４との間の換気通路を経由し、更に逆流防止手段７と換気排気口８を介して、循環ユニッ
ト１Ｂの排気口１９を経由して、外部へ排出される。
【００２１】
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　図３は、実施の形態１に係る浴室乾燥機１の循環ユニット１Ｂの排気口１９と換気排気
口８とを二重管構造に構成したものを示す概略図である。
　換気ユニット１Ａより送風された空気は、換気排気口８を通り、循環ユニット１Ｂの排
気風路１８に吹き出す。循環ユニット１Ｂの換気接続口１７を通過した浴室の空気は排気
風路１８にて他室の空気と合流する。また、排気口１９には排気ダクトＤ１が接続されて
いるため、他室と浴室の合流した空気は排気ダクトＤ１を通して外部（屋外）へ排気され
る。
【００２２】
　排気風路１８は、循環ユニット１Ｂ内に設けられた風路切替手段１４によって換気接続
口１７の開閉が可能に構成されている。風路切替手段１４は、湾曲状の風路切替板１４ａ
を有し、運転モードにより、回転軸１４ｂを中心に風路切替板１４ａの回転駆動（回転角
調整）が可能となっている。そして、風路切替板１４ａが循環ユニット１Ｂの天面に接触
する位置（換気接続口閉位置２５（図２参照））では、循環ユニット１Ｂを循環風路（図
２には示されていない）に構成する。この循環風路は、循環ファン１２の回転により、浴
室の空気が吸込み口１１、循環ファン１２、加熱手段１５、吹出し口１６、および浴室を
循環する径路である。循環風路は、浴室内の乾燥（例えば、洗濯物の乾燥）、暖房の時に
使用される。
【００２３】
　一方、風路切替手段１４の風路切替板１４ａが循環ユニット１Ｂの循環オリフィス板１
０に接触する位置（換気接続口開位置２６）では、浴室の換気風路を構成し、中間の位置
では浴室の循環と換気の両方の風路を構成することが可能である。
【００２４】
　風路切替手段１４を換気風路構成にして、換気ユニット１Ａを動作させることにより、
換気排気口８を通過する空気は風速が上がり動圧が発生し、排気風路１８に吹き出すため
、排気風路１８の静圧が低下する。排気風路１８は、風路切替手段１４により換気接続口
１７が開口しているため、浴室空気と連通している。浴室空気の圧力は大気圧のため、浴
室空気と排気風路１８に吹き出す換気との間に圧力差が発生し、浴室空気は排気風路１８
に誘引され、他室空気と合流し、外部（屋外）へ排気される。
　なお、本実施の形態では２重管構造をとっているが、ベンチュリーやオリフィス、ノズ
ルの構造等で誘引流を発生させてもよい。
【００２５】
　逆流防止手段７は板状の開閉ダンパー７ａを有する。開閉ダンパー７ａは、回転軸７ｂ
を回転中心として揺動し、風路の開閉を行う。揺動方式は、例えば風圧によって開閉ダン
パー７ａが揺動する方式としたり、電動の駆動モーター（図示せず）によって開閉ダンパ
ー７ａを揺動駆動させることができる。
【００２６】
　風圧揺動手段では、換気排気口８から逆流方向に風が流れた場合にはその風圧で開閉ダ
ンパー７ａが閉じる方向に揺動し、換気排気口８を閉塞して逆流を防止し、換気排気口８
を送風方向に風が流れた場合には換気排気口８を開口して風を排気方向へ流すことができ
る。なお、図中の２７は開閉ダンパー７ａのストッパーである。
【００２７】
　風圧揺動とした場合、電気駆動式と比較すると駆動モーターやリード線の処理がいらな
いため、構造的に簡素化でき、安価に逆流防止をすることができる。
【００２８】
　逆流防止手段７を、駆動モーター（図示せず）を用いて揺動駆動させた場合には、開閉
ダンパー７ａを揺動駆動させることにより換気排気口８の開閉を行い、逆流を防止するこ
とができる。さらに、駆動モーターを用いて揺動駆動させた場合には、開閉ダンパー７ａ
の開度を任意に設定できるので、開度により他室の空気の換気風量を任意に調整すること
ができる。駆動モーターはステッピングモーターあるいはギヤードモーターを使用するこ
とが望ましい。
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【００２９】
（循環ユニット１Ｂ）
　次に循環ユニット１Ｂの構成を説明する。循環ユニット１Ｂ（図２参照）は、外装ケー
シング９と、循環オリフィス板１０によって外郭が形成されている。循環ユニット１Ｂの
外郭は箱状を呈し、吸込み口１１および内部の換気接続口１７は、排気風路１８に風路切
替手段１４を介して一連の風路として連通している。循環ユニット１Ｂの外装ケーシング
９の上面には、循環ファン１２の循環ファンモーター１３およびその回転軸を挿入するた
めのモーター挿入口（図示せず）が形成されている。また、循環ユニット１Ｂの外装ケー
シング９の吹出し口側の側面には、加熱手段１５および風路切替手段１４を固定、保持す
るための保持部材挿入口（図示せず）が設けられている。
【００３０】
　循環オリフィス板１０（図２参照）は、循環ユニット１Ｂの開放端側（室内側）に配置
されて循環ユニット１Ｂの循環風路と浴室側とを区切っており、該循環オリフィス板１０
には浴室内の空気を吸い込むための吸込み口１１が開口されている。
【００３１】
　循環ファン１２（図２参照）は片吸込式のシロッコファン送風機であり、該循環ファン
１２は吸込み口１１と一続きとなるようにして循環ユニット１Ｂ内に配置されている。該
循環ファン１２より送られた空気は風路切替手段１４にて加熱手段１５から吹出し口１６
へ流れる循環風路と、換気接続口１７を介して換気に流れる排気風路１８とに分岐あるい
は分流する。循環ファンモーター１３は循環ユニット１Ｂの上部に配置されている。
【００３２】
　加熱手段１５（図２参照）は、例えば、複数の発熱体を間隔をあけて配置したり、発熱
体の周囲に複数の放熱フィンを設けたりすることで発熱体周囲、放熱フィン周囲に空気の
流路を形成し、該流路に空気を通すことにより放熱するように構成された電気ヒーターや
、周囲に電気絶縁体、熱伝導体が配置された発熱体を金属パイプの中に収めた電気ヒータ
ー等を用いて構成される。この加熱手段１５は、循環ファン１２の風下で、風路切替手段
１４の風下に配置されている。加熱手段１５の過加熱を抑えるという観点から、当該加熱
部としてはＰＴＣ（Positive　Temperature　Coefficient；自己温度制御性）ヒーターを
用いることが好ましい。ＰＴＣヒーターは、ある温度（キュリー温度）になると急激に抵
抗値が上昇するＰＴＣ素子を発熱体として利用しているため、自己温度制御機能を持って
おり、安全性に優れているとともに、温度制御が必要でないためコスト削減にも適してい
る。
【００３３】
　図４は、吹出しガイドグリル１６ａの一例を示す斜視図である。吹出し口１６（図２参
照）は、例えば図４に示すような吹出しガイドグリル１６ａを用いて、両側の矩形の開口
を絞る（縮管する）ように形成された吹出し風路となっている。すなわち、グリル枠の長
辺側の側板１６ｂを曲線状に形成することにより、吹出し口１６の吹出し風路を絞った状
態に形成している。吹出し口１６は加熱手段１５が配置される風路に接続されるが、絞ら
れる前の風路幅を加熱手段１５が配置されている風路幅よりも大きくすることにより、該
接続部分に誘引流のための絞られた開口を設けている。さらに、吹出し口１６は、並列配
置された羽根板１６ｃを有し、一定の風向を与えることが可能である。なお、羽根板１６
ｃに回転軸を設けて電動の駆動手段により開度を調節することにより風向を調節すること
もできる。
【００３４】
　風路切替手段１４（図２参照）は、曲面と平面からなる板形状のダンパー（風路切替板
１４ａ）である。図５は風路切替手段１４の駆動部分の断面を示す概略図である。風路切
替手段１４はダンパー回転軸１４ｂを回転中心として回転する。風路切替手段１４の回転
軸１４ｂ及びダンパー側面に設けた回転軸にはそれぞれ扇状歯車１４ｃと扇状歯車１４ｃ
に噛み合う小歯車１４ｄが嵌合されており、小歯車１４ｄにより扇状歯車１４ｃを回転さ
せることにより、回転軸１４ｂを回転中心として風路切替手段１４を揺動させることがで
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きる。風路切替手段１４の駆動は扇状歯車１４ｃに歯合する小歯車１４ｄを減速機を用い
て駆動させる。ダンパーの回転軸は１４ｂであるが、駆動モーターの回転軸は小歯車１４
ｄの中心軸である。小歯車１４ｄを例えばステッピングモーターのような駆動手段によっ
て回転させることにより、扇状歯車１４ｃを介して風路切替手段１４を回転させ、風路を
構成する。風路切替手段１４は時計回りには循環ユニット１Ｂの天面に接触する位置（換
気接続口閉位置２５（図２参照））まで回転可能であり、半時計回りには循環オリフィス
板１０に接触する位置（換気接続口開位置２６）まで回転可能であり、風路を形成するの
に必要な回転角度まで、風路切替手段１４を回転させることで制御を行う。
【００３５】
　意匠パネル２１は、循環ユニット１Ｂの浴室内露出面を覆うように、循環ユニット１Ｂ
に配置されている。意匠パネル２１は、フラットな平面であり、天井面と意匠パネル２１
の外周側面との間に隙間を設けて配置することにより、この意匠パネル全周の隙間開口２
２より浴室の空気を吸い込む。
【００３６】
　制御部２３は、所定の制御プログラムが格納された記憶素子（図示せず）を有し、図示
を省略したリモートコントローラから入力された指令に応じて、循環ファン１２、加熱手
段１５、風路切替手段１４の動作をそれぞれ別個に制御して、浴室乾燥機１に換気運転や
乾燥運転等を行わせる。
【００３７】
　以下、図６～図１１を参照して、浴室乾燥機１での換気運転、乾燥運転、暖房運転につ
いて説明する。なお、換気運転については、
・浴室の運転を停止し他室のみ換気する運転モード１
・浴室を微弱換気しながら他室を換気する運転モード２
・浴室と他室の両方を換気する運転モード３
・浴室を換気し他室を停止する運転モード４
の４つの運転モードがある。
【００３８】
　図６は、浴室乾燥機１が他室の換気運転を行っている時の概略的な断面図で、循環ファ
ン１２を停止した状態で他室換気を行う運転モード１を示す平面断面図（ａ）と側面断面
図（ｂ）である。
　風路切替手段１４の一方の端部（先端部）が循環ユニット１Ｂの天面に接触する位置２
５まで時計回りに回転し、図６（ｂ）に示した位置に風路切替手段１４を駆動し位置決め
することにより、換気接続口１７が閉ざされ、浴室の空気が換気接続口１７を介して排気
風路１８に流れるのを遮蔽する。そして、他室の換気は、換気ユニット１Ｂの換気ファン
５を駆動することにより、換気吸込み口より該他室の空気を吸い込み、換気排気口８及び
循環ユニット１Ａの排気口１９から外部へ排気することで、換気が行われる。
【００３９】
　図７は、浴室乾燥機１が浴室の微弱換気と他室の換気運転を行っている時の概略的な断
面図で、浴室を微弱換気しながら、他室の換気を行う運転モード２を示す断面図である。
　風路切替手段１４の先端部が循環ユニット１Ｂの循環オリフィス板１０に接触する位置
２６まで反時計回りに回転し、図７に示した位置に風路切替手段１４を駆動し位置決めす
ることにより、風路の加熱手段１５が塞がれ換気接続口１７が開く。循環ファン１２を停
止した状態で換気ファン５を駆動させ、排気風路１８で発生した静圧低下により、浴室と
の間で圧力差が発生し、浴室の換気を誘引流によって外部へ排出する微弱換気と同時に、
他室の換気をも行う。
【００４０】
　図８は、浴室乾燥機１が浴室と他室の両室の換気運転を行っている時の概略的な断面図
で、浴室と他室の両方を換気する運転モード３を示す断面図である。
　図７で説明した状態で循環ファン１２を駆動することにより、浴室内の換気は循環ファ
ン１２で行い、他室の換気は換気ファン５で行い外部へ排出させる。
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【００４１】
　以上のように、他室の換気は換気ユニット１Ａで行い、浴室の換気は循環ユニット１Ｂ
を風路切替手段１４にて換気風路（排気風路１８）に切り替えることにより、運転モード
１から運転モード３に切替えても他室の換気風量は換気ファン５で運転しているため、他
室の風量が変化することはない。また、誘引流による運転モード２（換気モード）により
他室の換気量を変化させることなく、循環ファン１２を停止した状態で浴室の微弱換気を
行うことができる。なお、圧力差による誘引流にて浴室の空気を排出していることから、
他室の臭いが浴室内に逆流することはない。
【００４２】
　図９は、浴室乾燥機１が浴室のみの換気運転を行っている時の概略的な断面図で、浴室
を換気し他室の換気を停止する運転モード４を示す断面図である。
　図７で説明した状態で換気ファン５を停止することにより、他室の換気を停止した状態
で浴室の換気を行い、浴室内の空気を外部へ排出させる。なお、換気排気口８は逆流防止
手段７により風圧もしくは電動により閉じているので、浴室内の空気（例えば、湿った空
気）が他室へ逆流することはない。
【００４３】
　以上のように、浴室の換気は循環ファン１２で行い、換気ファン５は停止するため、浴
室の換気運転時の騒音を下げることができる。
【００４４】
　図１０は、浴室乾燥機１が浴室の乾燥運転を行っている時の概略的な断面図で、浴室乾
燥機１の平面断面図（ａ）と側面断面図（ｂ）、（ｃ）を示している。
　浴室が乾燥運転中に他室の換気を行う運転では、循環ユニット１Ｂは、図１０（ｂ）に
示すように、風路切替手段１４の先端部が、循環ユニット１Ｂの天面にも、また循環オリ
フィス板１０にも両方に接触しないような中間位置に位置決めすることにより、換気接続
口１７への換気と加熱手段１５への循環の両方の風路へ空気を流入することが可能になる
。この時、循環ファン１２が運転を開始し、加熱手段１５が通電される。他室の換気は、
換気ファン５によって換気吸込み口３から吸い込んだ他室の空気を換気排気口８へ送風し
、循環ユニット１Ｂの排気口１９を介して浴室の空気と混ぜて外部へ排気する。
【００４５】
　以上のように、浴室の乾燥運転を行えば、温風を吹き出しながら換気を行って浴室や衣
類の乾燥を行い、当該浴室乾燥機１を温風乾燥機として動作させると同時に、他室の換気
を行うことができる。
【００４６】
　浴室が乾燥運転中に他室の換気を停止する運転では、循環ユニット１Ｂは、図１０（ｃ
）に示すように、風路切替手段１４の先端部が、循環ユニット１Ｂの天面にも、また循環
オリフィス板１０にも両方に接触しないような中間位置に位置決めすることにより、換気
接続口１７への換気と加熱手段１５への循環の両方の風路へ空気を流入することが可能に
なる。この時、循環ファン１２が運転を開始し、加熱手段１５が通電される。一方、換気
ユニット１Ａでは、換気ユニット１Ａに逆流防止手段７を設けているため、換気ファン５
を停止し、他室の換気を停止することができる。
【００４７】
　以上のように、従来は、浴室の乾燥運転を行うには、換気ファン５を動作させる必要が
あったが、換気ユニット１Ａと循環ユニット１Ｂを排気部で合流しているため、換気ファ
ン５を止めながら浴室の乾燥運転を行うことができる。また、換気ファン５を停止しても
、逆流防止手段７を設けているため、浴室の湿った空気が他室へ逆流することを防ぐこと
ができる。また、換気ファン５を停止して浴室の乾燥運転ができるため、乾燥運転時の騒
音を下げることができる。
【００４８】
　図１１は、浴室乾燥機１が浴室の暖房運転を行っている時の概略的な断面図で、浴室乾
燥機１の平面断面図（ａ）と側面断面図（ｂ）、（ｃ）を示している。
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　浴室が暖房運転中に他室の換気を行う運転では、循環ユニット１Ｂは、図１１（ｂ）に
示すように、風路切替手段１４が循環ユニット１Ｂの天面に接触する位置２５まで回転し
て位置決めすることにより、換気接続口１７が塞れ、吸込み口１１と吹出し口１６とを連
通する循環風路２４へのみ空気が流入可能となる。この時、循環ファン１２が運転を開始
し、加熱手段１５へ通電される。他室の換気は、換気ファン５によって換気吸込み口３か
ら吸い込んだ他室の空気を換気排気口８へ送風し、循環ユニット１Ｂの排気口１９を介し
て外部へ空気を排気する。
【００４９】
　以上のように、浴室の暖房運転を利用すれば、浴室内へ温風を吹き出し、浴室内の暖房
を行うと同時に他室の換気運転を行うことができる。
【００５０】
　浴室が暖房運転中に他室の換気を停止する運転では、循環ユニット１Ｂは、図１１（ｃ
）に示すように、風路切替手段１４が循環ユニット１Ｂの天面に接触する位置２５まで回
転して位置決めすることにより、換気接続口１７が塞れ、吸込み口１１と吹出し口１６と
を連通する循環風路２４へのみ空気が流入可能となる。この時、循環ファン１２が運転を
開始し、加熱手段１５へ通電される。一方、換気ユニット１Ａでは、換気ユニット１Ａに
逆流防止手段７を設けているため、換気ファン５を停止し、他室の換気を停止することが
できる。
【００５１】
　以上のように、浴室の暖房運転は循環ファン１２で行い、換気接続口１７が風路切替手
段１４で塞がれているため、換気ファン５を停止することができる。また、換気ファン５
を停止することができるため、浴室の暖房運転時の騒音を下げることができる。
【００５２】
　以上の説明から、本実施の形態に係る浴室乾燥機１は、設置された浴室を各運転モード
の切替を行うリモートコントローラによって操作を行い、換気・乾燥・暖房の３つの運転
を行う機能を持つ。さらにこれらの運転と同時もしくは別個に他室の換気を行うことが可
能である。
【００５３】
　浴室の換気を停止した状態で他室の換気を行う運転では、換気ファン５を駆動させ、風
路切替手段１４を循環風路構成にすることにより、換気吸込み口３から吸い込まれた他室
の空気は換気排気口８から排気口１９を介して外部へ排気し、他室のみの換気を行うこと
ができる。また、風路切替手段１４を換気風路構成にして換気ファン５を駆動させること
により、換気ユニット１Ａの換気排気口８を通過する動圧によって、換気排気口８に連通
している循環ユニット１Ｂの排気口１９の静圧が低下し、排気口１９に連通された空気は
、低下した静圧により浴室の空気との圧力差が生じ誘引流が発生する。そのため、浴室側
から空気を吸い込み、排気口１９で他室の空気と浴室の空気が合流し外部へ排気させるこ
とで、浴室の微弱換気を行うことが可能となる。
【００５４】
　浴室と他室の同時換気運転では、上記の風路切替手段１４を換気風路構成にして換気フ
ァン５を駆動させ、同時に循環ファン１２を動作させることにより、他室の換気風量を低
下させることなく、容易に浴室の換気風量を増加させることができる。
【００５５】
　他室の換気を停止した状態で浴室の換気を行う運転では、循環ファン１２によって浴室
内から吸い込んだ空気を風路切替手段１４にて、排気口１９側へ送風し、外部へ空気を排
気する。本実施の形態では、換気ユニット１Ａの換気排気口８に逆流防止手段７を設ける
ことで、浴室の湿った空気が他室に逆流しないようにすることができるため、浴室の換気
を行う運転では、従来、換気ファンを駆動させる必要があったが、循環ユニット１Ｂと換
気ユニット１Ａを排気部で合流させ、換気ユニット１Ａに逆流防止手段７を設けることに
より、換気ファン５を停止させながら浴室の換気運転を行うことができる。
【００５６】
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　浴室が乾燥運転中に他室の換気を行う運転では、浴室の乾燥は循環ファン１２によって
浴室内から吸い込んだ空気を風路切替手段１４にて循環風路と排気風路に分流し、循環風
路に分流された空気は加熱手段１５を用いて空気を加熱して浴室内に温風を送風するとと
もに、排気風路に分流された空気は、浴室内の空気の一部を外部へ排気して浴室内の乾燥
を行う。この時、排気風路と循環風路の風量比率は、浴室乾燥時間を上げるため、換気風
量よりも循環風量のほうが多くなるように、風路切替手段１４の開度で風量比率を設定す
る。他室の換気は、換気ファン５によって換気吸込み口３から吸い込んだ他室の空気を換
気排気口８へ送風し、循環ユニット１Ｂの排気口１９を介して浴室の空気と混ぜて外部へ
排気する。
【００５７】
　浴室が乾燥運転中に他室の換気を停止する場合は、浴室の乾燥は循環ファン１２によっ
て、吸込み口１１から吸い込んだ浴室内空気を風路切替手段１４にて循環風路と排気風路
に分流し、循環風路に分流された空気は加熱手段１５を用いて空気を加熱して浴室内に温
風を送風するとともに、排気風路に分流された空気は、浴室内の空気の一部を外部へ排気
して浴室内の乾燥を行う。本実施の形態では、換気ユニット１Ａの換気排気口８に逆流防
止手段７を設けることで、浴室の湿った空気が他室に逆流しないようにすることができる
。従来の場合、浴室の乾燥運転を行うには、換気ファンを駆動させる必要があったが、循
環ユニット１Ｂと換気ユニット１Ａを排気部で合流させ、換気ユニット１Ａに逆流防止手
段７を設けることにより、換気ファン５を停止させながら浴室の乾燥運転を行うことがで
きる。
【００５８】
　浴室が暖房運転中に他室の換気を行う運転では、浴室の暖房は循環ファン１２によって
吸い込んだ浴室内空気を風路切替手段１４にて換気接続口１７を塞ぎ、循環風路を構成し
、加熱手段１５を用いて空気を加熱後、浴室内へ送風して浴室暖房を行う。
　他室の換気は、換気ファン５によって換気吸込み口３から吸い込んだ他室の空気を換気
排気口８へ送風し、循環ユニット１Ｂの排気口１９を介して外部へ空気を排気する。この
とき、換気ユニット１Ａの換気風路と循環ユニット１Ｂの循環風路とは風路切替手段１４
にて隔離されているため、トイレ等の他室の臭いが浴室内に侵入することを防ぐことがで
きる。
【００５９】
　浴室が暖房運転中に他室の換気を停止する場合は、風路切替手段１４にて換気ユニット
１Ａの換気風路と循環ユニット１Ｂの循環風路とは隔離されているため、換気ファン５を
停止すればよい。
　上記の各運転を行うために、それぞれ回転駆動する風路切替手段１４の回転位置により
風路構成を行っている。
【００６０】
実施の形態２．
　図１２は、本発明の実施の形態２に係る浴室乾燥機１の概略的な断面図で、浴室乾燥機
１の側面断面図（ａ）と平面断面図（ｂ）を示している。
　図１２を参照して、浴室乾燥機１における換気ユニット１Ａと循環ユニット１Ｂの配置
構成について述べる。ここでは、主に実施の形態１と相違する点について説明する。実施
の形態１と同一又は相当する部品には同一符号を用いている。
【００６１】
　換気ユニット１Ａは、循環ユニット１Ｂの上部に、循環ユニット１Ｂの投影面内に存す
るように配置されており、循環ユニット１Ｂの上面の輪郭から外側へ出ないようなユニッ
トサイズで構成されている。このため、浴室乾燥機１は製品の外周方向への突起部が少な
くなり、ユニットバスの天井面への着脱性が良いことから、製品の施工性、メンテナンス
性の良い浴室乾燥機となっている。また、換気ユニット１Ａをコンパクト化したことによ
り製品の重量が軽くなり、施工性が向上し、製品のコンパクト化により製品コストを抑え
ることができる。
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　また、図１３は、実施の形態２に係る浴室乾燥機１における配管設置の一例の模式図で
ある。図１３に示すように、換気ユニット１Ａの換気吸込み口３の位置は、換気ユニット
１Ａの換気排気口８から見て、換気ユニット１Ａの側面に配置されていることを特徴とし
ている。換気ユニット１Ａの換気吸込み口３は、換気ユニット１Ａの換気排気口８から見
て側面に配置できるようにすることで、多方面からダクトＤ１、ＤＲ２の配管を行うこと
ができ、施工の自由度が増し、施工性が向上する。
【００６３】
実施の形態３．
　図１４は、本発明の実施の形態３に係る浴室乾燥機１における、排気口と換気排気口の
二重管構造の他の例を示す概略の部分断面図である。ここでは、主に実施の形態１と相違
する点について説明する。実施の形態１と同一又は相当する部品には同一符号を用いてい
る。
【００６４】
　この実施の形態３では、換気ユニット１Ａの換気排気口８を外管として構成し、循環ユ
ニット１Ｂの排気口１９を内管として構成し、排気風路１８を換気ユニット１Ａ内に構成
するものである。
　このように、換気ユニット１Ａの外管側の換気排気口８と循環ユニット１Ｂの内管側の
排気口１９とを二重管構造としたもので、実施の形態１の二重管構造を逆にした一例であ
る。
【００６５】
　本実施の形態では、換気ファン５で換気した際に排気口１９と換気排気口８の二重管構
造にて換気が通過する風速を大きくさせ、循環ユニット１Ｂの換気接続口１７から空気を
誘引させることができる。
　本実施の形態の構造によれば、実施形態１と同じ効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明の浴室乾燥機は、浴室内の空気の換気、乾燥、暖房を行う家庭用または業務用の
浴室乾燥機として用いることができる。
【符号の説明】
【００６７】
　１　浴室乾燥機、１Ａ　換気ユニット、１Ｂ　循環ユニット、２　換気チャンバー、３
　換気吸込み口、３Ａ　換気副吸込み口、３Ｂ　換気副吸込み口、４　換気オリフィス板
、５　換気ファン、６　換気ファンモーター、７　逆流防止手段、７ａ　開閉ダンパー、
７ｂ　回転軸、８　換気排気口、９　外装ケーシング、１０　循環オリフィス板、１１　
吸込み口、１２　循環ファン、１３　循環ファンモーター、１４　風路切替手段、１４ａ
　風路切替板、１４ｂ　回転軸、１４ｃ　扇状歯車、１４ｄ　小歯車、１５　加熱手段、
１６　吹出し口、１６ａ　吹出しガイドグリル、１６ｂ　側板、１６ｃ　羽根板、１７　
換気接続口、１８　排気風路、１９　排気口、２０　フィルター、２１　意匠パネル、２
２　隙間開口、２３　制御部、２４　循環風路、２５　風路切替手段の接触位置（換気接
続口閉位置）、２６　風路切替手段の接触位置（換気接続口開位置）、２７　ストッパー
、ＢＲ　浴室、Ｄ１　ダクト、ＤＲ　脱衣所、ＤＲ１　吸引口、ＤＲ２　ダクト、ＫＳ　
階間スペース、ＤＫＳ　ダクト。
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