
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室内側に対面する前面部に吸込口と吹出口とが設けられたケース本体内を、少なくとも前
記吸込口に連通する一次ゾーンと、前記吹出口に繋がる三次ゾーンと、この三次ゾーンと
前記一次ゾーンと隣接する二次ゾーンとに分割するとともに、前記ケース本体内に室内の
空気を前記吸込口から順に一次ゾーン、二次ゾーン及び三次ゾーンを経て前記吹出口へと
循環させる遠心送風型の送風機からなる送風手段と、前記二次ゾーンを通過して三次ゾー
ンへ至らせられる空気と接して、この空気中の水分を吸着して乾燥する円筒状の回転型除
湿用素子からなる除湿・乾燥手段と、前記二次ゾーンから三次ゾーンに至る途上の空気の
一部を前記乾燥・除湿手段の回転型除湿用素子に通過させて熱回収を行なう熱回収手段と
、この熱回収手段にて熱回収された空気を加熱しＵターンさせて前記回転型除湿用素子に
再生用空気を再通過させる再生チャンバからなる再生手段と、この再生手段による再生後
の空気を外部に排気する排気手段と、前記一次ゾーンから二次ゾーンに至る途上の空気を
換気・乾燥切換え手段を介して外部に排気する換気手段と、前記熱回収手段にて熱回収さ
れ加熱された再生用空気を前記再生チャンバに設けた排気口から三次ゾーンに至らせて前
記吹出口から排気させる乾燥・暖房切換え手段とを具備し、
前記ケース本体内の一次ゾーンから二次ゾーンに至る送気口
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に、該送気口を運転停止時に
常に遮断してケース本体内の回転型除湿用素子が配される二次ゾーンへの室内の湿潤空気
の侵入を防止する第１の防湿用シャッタを開閉可能に設けるとともに、前記三次ゾーンに
連通する吹出口に、該吹出口を運転停止時に常に遮断して吹出口に連通する三次ゾーンへ



ことを特徴とする除湿乾燥装置。
【請求項２】
第２の防湿用シャッタは、吹出口から吹き出される乾燥または暖房用空気の風圧によって
開扉可能にしたことを特徴とする請求項１に記載の除湿乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば建屋の浴室、衣服収納室、洗面室、更衣室あるいは地下室などの高湿
雰囲気の密閉室内の除湿及び乾燥に用いられる回転型除湿用素子を備えた除湿乾燥装置に
関し、特に、簡易な送風システムにより回転型除湿用素子による室内の湿潤空気の除湿・
乾燥処理や回転型除湿用素子の再生処理が効率良く行なえるとともに、室内の暖房を行な
えるようにしたものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、例えば家庭内における密閉室としての浴室などの壁面あるいは天井面には、換気
口が化粧グリルを介して開口し、この換気口の換気口枠に換気扇を室外側に取り付けるこ
とにより室内の換気を行なっている。
【０００３】
また、このような室内の除湿・乾燥を行なう場合には、室側壁面または天井面に吸込口及
び吹出口を別途に開口させて設け、室外に設置した除湿乾燥装置により室内の湿潤空気を
吸込口から吸い込んで除湿し乾燥するとともに、この除湿後の乾燥空気を吹出口から室内
に吹き出させることにより行なわれ、これによって、浴室を洗濯物などの衣類の乾燥室と
して利用するようになっている。
【０００４】
従来、この種の除湿乾燥装置においては、ケース本体内に設けた回転型除湿用素子に吸込
口から吸込まれた室内の湿潤空気を通過させて水分の吸着作用を行なわせた後の乾燥空気
を吹出口から室内に吹き出させるような循環空気の強制循環機構を備えるとともに、水分
の吸着した回転型除湿用素子に高温の空気を送気することにより、回転型除湿用素子に水
分の脱着を行なわせて、回転型除湿用素子を再生させるようにしてなる構成を有するもの
がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来構造の除湿乾燥装置にあっては、室内の湿潤空気の吸込み及
び除湿後の乾燥空気の吹出しを行なう循環空気の強制循環機構と、再生用空気の取込み及
び排出を行なう送気機能とがそれぞれ別途の送風機構にて行なっているために、２基の専
用の送風機が必要となり、送風システムが複雑になって、装置全体が大型化するばかりで
なく、コスト高になる。
【０００６】
しかも、再生用空気を室外から直接取込むと、屋外空気の温・湿度変化が大きく、電気ヒ
ータによる加熱制御が困難で、ヒータの容量も高くする必要があり、乾燥効率も低下し、
また、屋外空気の汚れも多いために、回転型除湿用素子の汚れが激しく除湿・乾燥性能や
耐久性に悪影響を与えるという問題があった。
【０００７】
この発明の目的は、簡易な送風システムにより回転型除湿用素子による室内の湿潤空気の
除湿・乾燥処理や回転型除湿用素子の再生処理を効率良く行なえるようにするとともに、
装置全体の小型化及びコストの低下を図ることができ、しかも、室内の暖房をも行なえる
ようにした除湿乾燥装置を提供することにある。
【０００８】
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の室内の湿潤空気の侵入を防止する第２の防湿用シャッタを開閉可能に設け、
前記第１の防湿用シャッタは、送風機にて吸入される室内の湿潤空気の風圧によって開扉
可能にした



【課題を解決するための手段】
上記した課題を解決するために、この発明は、室内側に対面する前面部に吸込口と吹出口
とが設けられたケース本体内を、少なくとも前記吸込口に連通する一次ゾーンと、前記吹
出口に繋がる三次ゾーンと、この三次ゾーンと前記一次ゾーンと隣接する二次ゾーンとに
分割するとともに、前記ケース本体内に室内の空気を前記吸込口から順に一次ゾーン、二
次ゾーン及び三次ゾーンを経て前記吹出口へと循環させる遠心送風型の送風機からなる送
風手段と、前記二次ゾーンを通過して三次ゾーンへ至らせられる空気と接して、この空気
中の水分を吸着して乾燥する円筒状の回転型除湿用素子からなる除湿・乾燥手段と、前記
二次ゾーンから三次ゾーンに至る途上の空気の一部を前記乾燥・除湿手段の回転型除湿用
素子に通過させて熱回収を行なう熱回収手段と、この熱回収手段にて熱回収された空気を
加熱しＵターンさせて前記回転型除湿用素子に再生用空気を再通過させる再生チャンバか
らなる再生手段と、この再生手段による再生後の空気を外部に排気する排気手段と、前記
一次ゾーンから二次ゾーンに至る途上の空気を換気・乾燥切換え手段を介して外部に排気
する換気手段と、前記熱回収手段にて熱回収され加熱された再生用空気を前記再生チャン
バに設けた排気口から三次ゾーンに至らせて前記吹出口から排気させる乾燥・暖房切換え
手段とを具備し、前記ケース本体内の一次ゾーンから二次ゾーンに至る送気口

なる構成としたものである。
【０００９】
この場合、 の防湿用シャッタは、前記吹出口から吹き出される乾燥または暖房用
空気の風圧によって開扉可能にしてなるものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明すると、図１はこの発明に係る
除湿乾燥装置の浴室等への据付状態を示すもので、図２に示すように、図中１はケース本
体である。
【００１１】
このケース本体１は、例えば建屋の浴室または脱衣室（図示の実施例では浴室を例にして
示す）などを除湿乾燥室として利用し、この浴室１００の側壁面１０１に開口させた既存
の換気扇等が取り付けられる換気扇用取付枠１０２に後述する据付手段にて据え付けられ
、その室内側には、化粧グリル１０３が取外し可能に取付けられている。
【００１２】
そして、前記ケース本体１は、図３から図５に示すように、前記浴室１００内側に対面す
る前面部１ａの略中央部位に、同一平面上での空気の吸込み／吹出しが可能な機能を有す
る吸込口２Ａと吹出口２Ｂとが上下に隣接して開口し、この吸込口／吹出口２Ａ，２Ｂに
は、後述するダクト６０が取り付けられている。
【００１３】
前記ケース本体１内は、前記吸込口２Ａに連通して後述する強制循環機構２０にて室内の
湿潤空気Ａが吸引される一次ゾーン３Ａと、この一次ゾーン３Ａに前記強制循環機構２０
による湿潤空気Ａの送気路４及び送気口５を介して連通させた二次ゾーン３Ｂと、この二
次ゾーン３Ｂに後述する除湿・乾燥機構３０を介して連通して前記吹出口２Ｂに繋がる三
次ゾーン３Ｃと、前記強制循環機構２０が配される四次ゾーン３Ｄとに第１から第４の隔
壁パネル６，７，８，９を介してそれぞれ分割形成されている。
【００１４】
前記一次ゾーン３Ａは、第１，２及び４の隔壁パネル６，７，９、ケース本体１の上面部
１ｂにて囲繞されて区画され、前記二次ゾーン３Ｂは、送気路４を形成する第５の隔壁パ
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に、該送気
口を運転停止時に常に遮断してケース本体内の回転型除湿用素子が配される二次ゾーンへ
の室内の湿潤空気の侵入を防止する第１の防湿用シャッタを開閉可能に設けるとともに、
前記三次ゾーンに連通する吹出口に、該吹出口を運転停止時に常に遮断して吹出口に連通
する三次ゾーンへの室内の湿潤空気の侵入を防止する第２の防湿用シャッタを開閉可能に
設け、前記第１の防湿用シャッタは、送風機にて吸入される室内の湿潤空気の風圧によっ
て開扉可能にして

前記第２



ネル１１、第３の隔壁パネル８、この第３の隔壁パネル８に組み込まれて後述する除湿・
乾燥機構３０の駆動モータ３２が収納される五次ゾーン３Ｅを形成する第６の隔壁パネル
１２、ケース本体１の背面部１ｃ及び側面部１ｄにて囲繞されて区画され、前記三次ゾー
ン３Ｃは、第１，３，４の隔壁パネル６，８，９、ケース本体１の前面部１ａ、側面部１
ｄ及び底面部１ｅにて囲繞されて区画され、前記四次ゾーン３Ｄは、第２，５，６の隔壁
パネル７，１１，１２、ケース本体１の側面部１ｄ及び底面部１ｅにて囲繞されて区画さ
れているとともに、前記第２の隔壁パネル７には、強制循環機構２０がユニット化されて
取外し可能に組み付けられている。
【００１５】
この強制循環機構２０は、例えばシロッコファンなどの送風装置としての遠心送風型の送
風機２１からなり、この送風機２１の駆動モータ２２は、前記ケース本体１の底面部１ｅ
に開口させた第１の通気孔１３にて外気と連通する四次ゾーン３Ｄに配置収納され、その
ノズル部２１ａには、前記送気路４を形成する第５の隔壁パネル１１が設けられ、前記送
風機２１にて浴室１００内の空気Ａを前記吸込口２Ａから順に一次ゾーン３Ａ、二次ゾー
ン３Ｂ及び三次ゾーン３Ｃを経て前記吹出口２Ｂへと循環させるようになっているととも
に、前記回転型除湿用素子３１は、前記送風機２１により前記二次ゾーン３Ｂを通過して
三次ゾーン３Ｃへ至らせられる空気Ａと接して、この空気Ａ中の水分を吸着するようにな
っているもので、前記第１の通気孔１３は、前記四次ゾーン３Ｄ内を室外雰囲気（外気）
に連通させて防湿領域をなすようにし、この四次ゾーン３Ｄ内に収納された前記送風機２
１の駆動モータ２２を冷却する第１の冷却機構を構成している。
【００１６】
この送気路４を形成する第５の隔壁パネル１１は、前記除湿・乾燥機構３０の駆動モータ
３２が収納される五次ゾーン３Ｅを形成する第６の隔壁パネル１２の下側に位置し、その
送気路４の背面側は、開口部２３が設けられていて、この開口部２３に対応する前記ケー
ス本体１の背面部１ｃには、換気口１４が設けられている。
【００１７】
図中２４は前記送気路４の送気口５と開口部２３とを交互に開閉するように設けた換気・
乾燥用切換えダンパで、この換気・乾燥用切換えダンパ２４は、例えばステップモータ２
５で開閉制御され、除湿・乾燥運転時、前記送気路４の背面側に設けた開口部２３を遮断
するようになっている一方、換気運転時に、前記送気口５側を閉塞するように切換え制御
することにより、前記強制循環機構２０の送風機２１にて吸込口２Ａから一次ゾーン３Ａ
を経て二次ゾーン３Ｂ側に送気される浴室１００内の湿潤状態の空気Ａを、前記開口部２
３を通して換気口１４から直接外部に排出させるような換気・乾燥切換え機能を有する。
【００１８】
一方、前記第３の隔壁パネル８には、前記除湿・乾燥機構３０を構成する回転型除湿用素
子３１がユニット化されて取外し可能に組み付けられ、この回転型除湿用素子３１は、例
えばシリカゲルにコバルト、鉄、マンガンなどの複数の金属を組み合わせた金属ケイ酸塩
ゲルをセラミックスのハニカム積層体内に重合反応させ、かつ、水分子に適合するように
マイクロポア形状を微調整するとともに、マイクロポア内の水酸基を多く定着させて親水
性を増大させることによって、水分の吸着性及び脱着性を向上させた円筒状の形態を有し
、その円筒の直径は、例えば２０ｃｍで、回転数は、１分間に１／２回転するように設定
され制御されている。
【００１９】
そして、前記回転型除湿用素子３１は、図６に示すように、除湿処理部位３１Ａと再生処
理部位３１Ｂと熱回収処理部位３１Ｃとが回転方向Ｘに沿って順に対応するように位置し
、これら除湿処理部位３１Ａ、再生処理部位３１Ｂ及び熱回収処理部位３１Ｃのそれぞれ
の面積は、角度比θ１：θ２：θ３（θ１≧θ２≧θ３）、例えば５：２：１に設定され
ているとともに、前記除湿処理部位３１Ａと再生処理部位３１Ｂとの風量比は、例えば２
００（ｍ３ 　／ｈ）：２０（ｍ３ 　／ｈ）に設定され、その回転駆動制御は、前記回転型
除湿用素子３１の外周に減速モータ３２の回転軸３３に取り付けた歯車３４に掛け渡され
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たドライビィングベルト３５をスプリング３６にて付勢されたテンションローラ３７を介
してベルト掛けすることにより行なわれるようになっている。
【００２０】
前記回転型除湿素子３１の三次ゾーン３Ｃ側の再生処理部位３１Ｂと熱回収処理部位３１
Ｃとに対応する部位には、耐熱性合成樹脂からなる第１のチャンバ（再生チャンバ）４１
が設けられていて、この第１のチャンバ４１内には、図３に示すように、隔壁４２にて前
記回転型除湿素子３１の熱回収処理部位３１Ｃからの水分吸着後の分流空気の導入路４３
と、この分流空気を前記回転型除湿素子３１の再生処理部位３１Ｂ側にＵターンさせてな
る導出路４４とが区画形成されている。
【００２１】
この導入路４３には、前記回転型除湿素子３１の熱回収処理部位３１Ｃからの水分吸着後
の分流空気を加熱する電気加熱装置としてのシーズヒータ（ＰＴＣヒータ）からなる電気
ヒータ４５が設けられ、この電気ヒータ４５は、矩形をなす通風加熱面が前記回転型除湿
素子３１の熱回収処理部位３１Ｃに対して斜め状態の角度で対面するように配置して、前
記電気ヒータ４５の下流側に設けられる後述する乾燥・暖房切換え手段の乾燥・暖房切換
えダンパ４８の開閉許容空間を前記導入路４３のＵターン部位側に形成している。
【００２２】
前記乾燥・暖房切換え手段は、前記第１のチャンバ４１の三次ゾーン３Ｃ側に面する側壁
に連通させて開口した排気口４６と、この排気口４６を例えばステップモータ４７にて開
閉制御可能な切換えダンパ４８とで形成され、この切換えダンパ４８は、前記第１のチャ
ンバ４１の排気口４６の開状態において、前記電気ヒータ４５にて加熱された再生用空気
Ｃを前記三次ゾーン３Ｃ側に吐出させて前記吹出口２Ｂから排出させることにより、室１
００内の暖房を行なう暖房機能を有するもので、乾燥時には閉状態にある。
【００２３】
図７及び図８に示すように、前記切換えダンパ４８は、その回転軸４９の上端部４９ａが
チャンバハウジング内に突出形成した支軸４１Ａに支持され、その下端部４９ｂが前記ス
テップモータ４７の駆動軸４７Ａに支持されて回転自在に組み付けられているとともに、
前記回転軸４９の軸廻りには、係合溝５０が形成され、この係合溝５０には、チャンバハ
ウジングの内側壁に突出形成したダボ５１が係合されるようになっている。
【００２４】
このダボ５１は、前記切換えダンパ４８の自重による下降に伴う回転軸４９の下端部４９
ｂのチャンバハウジング内底面への接触、あるいは、チャンバハウジング自体の熱収縮や
伸びによる回転軸４９の上下両端部４９ａ，４９ｂのチャンバハウジング面への接触を規
制するように位置決めしてなるもので、これによって、前記ステップモータ４７への負荷
の軽減化を図るとともに、前記回転軸４９の上下両端部４９ａ，４９ｂの隙間ａを最小限
に維持可能にしている。
【００２５】
また、図中５２は前記第１のチャンバ４１に一体的に支持された暖房用のシーズヒータ（
ＰＴＣヒータ）からなる電気ヒータで、この電気ヒータ５２は、例えば容量が６００Ｗに
設定され、その矩形をなす通風加熱面が、前記ケース本体１内の三次ゾーン３Ｃ側に面す
る前記回転型除湿用素子３１の除湿処理部位３１Ａの上部に横長の水平状態を維持するよ
うに対面させて設けられ、暖房運転時に、除湿処理後の乾燥空気Ｂを加熱して、この加熱
された暖房用空気Ｅを前記吹出口２Ｂから排出させることにより、室１００内の暖房を行
なう暖房機能を有するものである。
【００２６】
この場合、前記電気ヒータ５２を回転型除湿用素子３１の除湿処理部位３１Ａの上部に設
置する理由は、前記回転型除湿用素子３１の除湿処理部位３１Ａの上部が比較的風速の遅
い部位であるため、除湿処理後の乾燥空気Ｂの加熱が効率良く行なえることによるもので
ある。
【００２７】
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前記回転型除湿用素子３１は、前記ケース本体１内の二次ゾーン３Ｂと三次ゾーン３Ｃと
を分割する第３の隔壁パネル８を形成するステンレス製の板厚が約１．２ｍｍ程度のシー
ルパネル部材８Ａにて回転自在に支持され、このシールパネル部材８Ａには、前記回転型
除湿用素子３１の直径（例えば２０ｃｍ）よりも小さな通風孔８Ｂが設けられ、この通風
孔８Ｂは、その中心部に前記回転型除湿用素子３１を軸支する軸支部８Ｃを有し、この軸
支部８Ｃは、前記回転型除湿用素子３１を除湿処理部位３１Ａと再生処理部位３１Ｂと熱
回収処理部位３１Ｃとに対応させて分割するように、前記通風孔８Ｂの内周端縁から架橋
させて配置した径方向に延びる連結片８Ｄ，８Ｅ，８Ｆにて保持されているとともに、前
記回転型除湿用素子３１の除湿処理部位３１Ａに相当する部位の中間部には、前記連結片
８Ｄ，８Ｅ，８Ｆと同様に補強用連結片８Ｇが架橋させて設けられている。
【００２８】
この補強用連結片８Ｇは、高温に加熱された回転型除湿用素子３１の影響を受けて熱歪み
による前記シールパネル部材８Ａの平滑性が失われるのを防止してなる一方、図９及び図
１０に示すように、前記再生チャンバ４１とシールパネル部材８Ａとの間には、スペーサ
部材となる３本のシャフト部材５３が前記回転型除湿用素子３１の廻りの３点に約１２０
°の略等間隔で介在され、その一端を前記シールパネル部材８Ａにカシメて他端側をビス
５４にて締結し３点支持することによって、前記回転型除湿用素子３１の外周端縁とシー
ルパネル部材８Ａ及び前記回転型除湿用素子３１と再生チャンバ４１との間に０．５ｍｍ
程度の隙間ｂが維持されるように組み付けられているもので、これによって、前記回転型
除湿用素子３１の回転ムラによって発生する前記再生チャンバ４１またはシールパネル部
材８Ａへの接触による回転トルクの増大化及び接触面の摩耗を防止している。
【００２９】
さらに、前記回転型除湿素子３１の二次ゾーン３Ｂ側の再生処理部位３１Ｂに対応する部
位には、第２のチャンバ（排気チャンバ）５５が前記第１のチャンバ４１の導出路４４と
対向させて設けられていて、この第２のチャンバ５５の底部には、前記ケース本体１の下
面側から外部に臨ませた排気管５６が接続されているとともに、この排気管５６の横断面
形状は、図３に示すように、楕円形を呈し、かつ、その楕円形の長軸Ｏ－Ｏが一次ゾーン
３Ａから送気路４を経て二次ゾーン３Ｂ内に送風される室内の空気Ａの送風方向に対して
拡開するような非平行の形態を有し、これによって、前記第２のチャンバ５５の裏側下部
に位置する前記回転型除湿用素子３１の熱回収処理部位３１Ｃへの空気の取り入れが円滑
に行なえるようになっている。
【００３０】
すなわち、前記送風機２１にて一次ゾーン３Ａから二次ゾーン３Ｂに導入された湿潤空気
Ａの一部は、図１１示すように、前記回転型除湿素子３１の熱回収処理部位３１Ｃに通過
分流させて水分の吸着を行なうとともに、この分流空気を第１のチャンバ４１の導入路４
４を通してＰＴＣヒータ４５にて加熱し、この加熱された再生用空気Ｃを再生処理部位３
１Ｂ側に湿潤空気Ａと逆向きの向流状態でＵターンさせて、前記回転型除湿素子３１の再
生処理部位３１Ｂに通過させることにより、前記回転型除湿素子３１の再生処理を行なう
ようになっている。
【００３１】
そして、このような再生処理後の空気Ｄは、前記第２のチャンバ５５に接続された排気管
５６を介して前記ケース本体１の下面側から外部に排気するようになっている一方、前記
除湿処理部位３１Ａを通過して至らせられた除湿・乾燥後の空気Ｂは、三次ゾーン３Ｃを
経て吹出口２Ｂから室１００内に戻し、これによって、室１００内の除湿・乾燥を行なう
ようになっている。
【００３２】
この場合、前記回転型除湿用素子３１の熱回収処理部位３１Ｃは、前記再生処理部位３１
Ｂで高温になった回転型除湿用素子３１に二次ゾーン３Ｂ側に導入された空気Ａを通過さ
せて、回転型除湿用素子３１の温度を下げるような作用を合わせ持っているとともに、前
記熱回収処理部位３１Ｃでの再生空気Ｃの加熱手段としての電気ヒータ４５の容量は、例
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えば６００Ｗに設定され、これによって、除湿・乾燥後に吹出口１０から室１００内に吹
き出される乾燥空気Ｂが、室温よりも高い温度となるように設定されているものである。
【００３３】
一方、室１００内の換気運転のみを行なうには、前記換気・乾燥用切換えダンパ２４を開
扉して、前記送気路４の開口部２３を開放すると同時に、前記二次ゾーン３Ｂに連通する
送気口５を閉塞し、前記強制循環機構２０の送風機２１にて吸込口２Ａから一次ゾーン３
Ａを経て前記送気路４に吸入された浴室１００内の湿潤状態の空気Ａを換気口１４から直
接外部に排気することにより行なわれる。
【００３４】
また、室１００内の暖房運転を行なう際には、前記第１のチャンバ４１に設けた暖房用の
電気ヒータ５２をＯＮにして通電させるとともに、前記乾燥・暖房切換えダンパ４８を開
扉して前記排気口４６を開状態にし、これら各々の電気ヒータ４５，５２にて加熱された
暖房用空気Ｅを前記吹出口２Ａから排出させることにより行なわれる。
【００３５】
この場合、前記電気ヒータ５２の通電制御及び換気・乾燥用切換えダンパ２４の開扉制御
は、例えば室外に臨む排気管５６の外部に温度センサ５７を設置し、外気温度が１５℃以
下を検知したときに通電するようにするか、あるいは、室温が１７℃以下を検知したとき
に通電するように作動制御して、暖房運転を行ない、室温を所定の設定温度まで上げた後
（＋２℃）、乾燥運転の切り換え制御が行なわれるようになっているものである。
【００３６】
ところで、前記送風機２１の回転軸と除湿・乾燥機構３０を構成する回転型除湿素子３１
の回転軸とは、前記ケース本体１の室１００内側に対面するパネル面に対して垂直な同一
平面上に位置するように互いに隣接させて並列状態で組付け配置してなるとともに、前記
送風機２１の吸引口の吸引面が前記吸込口２Ａの吸込面に対して斜めに対面するように配
置され、これによって、前記ケース本体１の室１００内側に対面するパネル面に対する奥
行き寸法及び幅寸法の縮小化を可能にしている。
【００３７】
また、図中１５は前記五次ゾーン３Ｅを区画する第４の隔壁パネル１２に設けた第２の通
気孔で、この第２の通気孔１５は、前記四次ゾーン３Ｄと五次ゾーン３Ｅとを互いに連通
させ、前記第１の通気孔１３による四次ゾーン３Ｄ内の防湿領域である室外雰囲気（外気
）を前記五次ゾーン３Ｅ内に流入させて、五次ゾーン３Ｅ内に収納された前記回転型除湿
素子３１の駆動モータ３２を冷却する第２の冷却機構を構成している。
【００３８】
さらに、図中１６は前記ケース本体１の底面部１ｅに区画形成したモータ収容部で、この
モータ収容部１６には、前記換気・乾燥用切換えダンパ２４を開閉制御するステップモー
タ２５が位置決め収容されるとともに、その底面には、室外雰囲気（外気）と連通する第
３の通気孔１７が設けられ、これによって、防湿領域である前記モータ収容部１６に収容
されたステップモータ２５を冷却する第３の冷却機構を構成しているもので、前記再生チ
ャンバ４１の乾燥・暖房用切換えダンパ４８を開閉制御するステップモータ４７も防湿領
域に設置して同様な冷却機構がなされている。
【００３９】
図中１８は前記ケース本体１の背面部１ｃに開口させた換気口１４の周囲を外側から保護
するように取り付けられた保護カバーで、この保護カバー１８は、その下面部１８ａ側を
開放して下方に向け拡開する形態を有し、換気運転時に、前記換気口１４からの室内の湿
潤空気Ａを下方に向け排気するようになっているもので、その内部には、複数のリブ１８
１が設けられ、これらのリブ１８１の形成により、運転停止時、あるいは、乾燥・暖房運
転時に、換気・乾燥用切換え用ダンパ２４による開口部２３の遮断と共に、前記換気口１
４からのケース本体１内への小鳥や虫等の侵入を防止している。
【００４０】
なお、上記の実施の形態において、前記換気口１４に薄いゴム等の弾性片からなるシャッ
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タ１８２を前記ケース本体１の外側から配し、このシャッタ１８２の上辺部のみを固定具
等にて固定して前記換気口１４を密閉状態にするとともに、前記シャッタ１８２を換気運
転時の風圧により外側に開くようにすることによって、蟻や蚊などの小さな虫や昆虫等の
侵入を防止するように構成しても良い。
【００４１】
一方、前記ケース本体１の前面部１ａに上下２段に区画されて開口する吸込口／吹出口２
Ａ，２Ｂに突出させて設けられるダクト６０は、第１のダクト６１と、この第１のダクト
６１に外嵌め状態で摺動自在に嵌合される第２のダクト６２と、この第２のダクト６２及
び前記第１のダクト６１内に挿入されて前記ケース本体１の吸込口／吹出口２Ａ，２Ｂに
対応する吸込通路／吹出通路６０Ａ，６０Ｂを上下２段に区画してなる中仕切板６３と、
この中仕切板６３にて区画された前記ケース本体１の吸込口２Ａに対応する前記第１のダ
クト６１及び第２のダクト６２の上段側の吸込通路６０Ａに着脱自在に設けられるエアフ
ィルタ６４とをそれぞれ分解組立て可能にしてなる構成を有し、前記化粧グリル１０３は
、前記第２のダクト６２の開口端全体を覆うように取外し可能に取り付けられるようにな
っているものである。
【００４２】
そして、図１２及び図１３に示すように、前記第１のダクト６１の左右両外側面には、凹
溝６１１，６１１が前後方向に沿って形成されていて、これら各々の凹溝６１１，６１１
に対応する左右両内側面には、前記中仕切板６３を嵌合支持する第１の嵌合溝６１２，６
１２が突出形成され、これら第１の嵌合溝６１２，６１２の後端側は、互いに架橋させて
前記中仕切板６３の後端部を嵌合支持するようになっている。
【００４３】
また、前記第２のダクト６２の左右両内側面には、図１４に示すように、前記第１のダク
ト６１の左右両外側面に形成した凹溝６１１，６１１に嵌合する第２の嵌合溝６２１，６
２１が突出形成され、これら第２の嵌合溝６２１，６２１は、前記第１のダクト６１の左
右両内側面に形成した第１の嵌合溝６１２，６１２と対応位置させて前記中仕切板６３を
嵌合支持するようになっている。
【００４４】
これら第１のダクト６１及び第２のダクト６２にそれぞれ形成した第１及び第２の嵌合溝
６１２，６２１に嵌合支持される中仕切板６３は、第１及び第２のダクト６１，６２の幅
寸法に応じて前後に広狭二様の形態からなり、その全体長さが前記浴室１００の側壁面１
０１に取り付けられる換気扇用取付枠１０２の奥行寸法よりも長く形成されているととも
に、その第１のダクト６１の幅寸法に対応する幅狭な後半部６３Ａの前後方向の長さ寸法
は、前記第１のダクト６１の前後方向の長さ寸法と同一にし、その第２のダクト６２の幅
寸法に対応する幅広な前半部６３Ｂの前後方向の長さ寸法を前記換気扇用取付枠１０２の
奥行寸法に応じて切断するようになっている。
【００４５】
さらに、前記エアフィルタ６４は、不織布からなる長尺な帯状フィルタ素材の外周部をプ
ラスック素材の枠体にて囲繞し、この枠体にＶ字形のヒンジ部を複数（図示の形態では５
個所）左右対称的に切込み形成して、平面Ｗ字形の保形を維持するようにジグザグ状に曲
折可能になっている。
【００４６】
また、前記化粧グリル１０３は、隔壁部材にて上下に区画され、その前面上部と上面には
、前記第２のダクト６２内を中仕切板６３にて上下に区画された上部吸込通路６０Ａと連
通する送気口部１０３Ａが開口し、その下面部１０３ａに前記吹出通路６０Ｂに連通する
吹出口部１０３Ｂを開口させてなるとともに、前記ケース本体１の吹出口２Ｂから吹き出
される除湿乾燥空気Ｂまたは暖房用空気Ｅを前記室１００内の側壁面１０１に沿って真下
に吐出させるようになっている。
【００４７】
すなわち、上記したような除湿乾燥装置を室１００の側壁面１０１に据え付けるには、室
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１００の側壁面１０１に貫通させて設けた例えば縦・横の外枠寸法が１５０ｍｍ×２００
ｍｍからなる換気扇用取付枠１０２を利用することにより行なわれ、まず、換気扇用取付
枠１０２の室外側に取付部材６５を固定する。
【００４８】
この取付部材６５は、支持基板６５１と、この支持基板６５１の略中央部に開口させた前
記ケース本体１に組付けられる第１のダクト６１が挿入可能な挿入口６５２と、この挿入
口６５２の上辺部に設けた前記ケース本体１の吸込口／吹出口２Ａ，２Ｂの上辺部に設け
た左右一対のフック部材１９，１９が係合する左右一対の係合口部６５３，６５３と、前
記支持基板６５１の下端部に外側に向け折曲形成された左右一対の台座部６５４，６５４
とを備えた形態からなっている。
【００４９】
前記取付部材６５の換気扇用取付枠１０２への固定後、ケース本体１の吸込口／吹出口２
Ａ，２Ｂに第１のダクト６１を組付け、この第１のダクト６１を換気扇用取付枠１０２に
固定された取付部材６５の挿入口６５２に外側から挿入して、換気扇用取付枠１０２内に
臨ませるとともに、ケース本体１に設けたフック部材１９，１９を取付部材６５の係合口
部６５３，６５３に係合させ、ケース本体１を台座部６５４，６５４上に載置した後、ビ
ス６５５，６５５にて締結し固定する。
【００５０】
このようにして室１００の外側の換気扇用取付枠１０２にケース本体１を据付け固定した
後、第２のダクト６２を室１００の内側から換気扇用取付枠１０２内に差し込み挿入して
第１のダクト６１に外嵌め状態にて嵌合させ、第１のダクト６１の左右両外側面に形成し
た凹溝６１１，６１１に第２のダクト６２の内側面に形成した第２の嵌合溝６２１，６２
１を嵌合させて前後方向に摺動させることにより、第１のダクト６１に対して第２のダク
ト６２を換気扇用取付枠１０２の奥行寸法（室側壁面の壁厚寸法）に応じた位置調整を行
なって室内側からビス止めする。
【００５１】
そして、換気扇用取付枠１０２に組付けられた第１，２のダクト６１，６２の第１，２の
嵌合溝６１２，６２１に中仕切板６３の左右両端部を嵌合させて室内側から差し込み挿入
し、第１，２のダクト６１，６２を上下２段に区画して吸込通路／吹出通路６０Ａ，６０
Ｂを組付け形成する。
【００５２】
このとき、中仕切板６３は、第１及び第２のダクト６１，６２の幅寸法に応じて前後に広
狭二様の形態からなる全体長さが換気扇用取付枠１０２の奥行寸法よりも予め長く形成さ
れていることから、第１，２のダクト６１，６２の第１，２の嵌合溝６１２，６２１に嵌
合させて室内側から差し込み挿入した場合、その前半部６３Ｂの余剰部分が第２のダクト
６２の開口端から突出するために、この突出する余剰部分を換気扇用取付枠１０２の奥行
寸法に応じて切断することにより寸法調整が行なわれる。
【００５３】
このように、第１，２のダクト６１，６２を中仕切板６３にて吸込通路／吹出通路６０Ａ
，６０Ｂに上下２段に区画した後、第１，２のダクト６１，６２の上段側の吸込通路６０
Ａ内にエアフィルタ６４を室内側から装着し、このエアフィルタ６４の装着後、化粧グリ
ル１０３が第２のダクト６２の開口端全面を覆うように取外し可能に取り付けられるもの
である。
【００５４】
上記のような除湿乾燥装置の据付構造によれば、化粧グリル１０３の吸込口部１０３Ａを
通してダクト６０の吸込通路６０Ａを通って吸込口２Ａからケース本体１内に吸い込まれ
た室１００内の湿潤空気Ａの水分を除湿・乾燥機構３０にて吸着し乾燥あるいは加熱した
後の空気Ｂ（Ｅ）が、ケース本体１の吹出口２Ｂからダクト６０の吹出通路６０Ｂを通し
て化粧グリル１０３の吹出口部１０３Ｂから室１００内の側壁面１０１に沿って真下に吐
出するようになっているために、図１５に示すように、この室１００内の側壁面１１０に
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沿って真下に吐出させた空気Ｂ（Ｅ）は、室１００内の床面から他の対向する側壁面に沿
って上昇し、さらに天井面に沿って巡回するような気流を描いて室１００内の乾燥あるい
は暖房が行なわれ、再び、化粧グリル１０３の吸込口部１０３Ａからダクト６０の吸込通
路６０Ａを通して吸込口２Ａからケース本体３内に湿潤空気Ａとして吸い込まれるような
循環経路を形成することから、室１００内の乾燥あるいは暖房が効率良く行なわれるとと
もに、除湿・乾燥あるいは加熱後の空気Ｂ（Ｅ）が室１００内に吊支された洗濯物等の被
乾燥物２００に直接当たることがないために、従前のような被乾燥物２００とのエアショ
ートが防止される。
【００５５】
また、図中７１は前記ケース本体１内の送気路４の送気口５に設置された第１の防湿用シ
ャッタで、この第１の防湿用シャッタ７１は、図１６に示すように、前記二次ゾーン３Ｂ
側に配置され、その軸部７２を前記送気路４を形成する第５の隔壁パネル１１に設けた軸
支部１１Ａに軸支して、前記軸部７２に巻回したスプリング７３の一端７３ａを前記第１
の防湿用シャッタ７１側に係止させ、その他端７３ｂを前記第５の隔壁パネル１１側に係
止させることにより、前記第１の防湿用シャッタ７１を常に前記送気口５を二次ゾーン３
Ｂ側から遮断するように付勢してなる構成を有するもので、前記スプリング７３の付勢力
は、乾燥・暖房運転時に、前記送風機２１にて吸入される室内の湿潤空気Ａの風圧よりも
弱く設定され、運転停止時に、スプリング７３の付勢力により、前記送気口５を常に遮断
するようにし、これによって、前記ダクト６０の吸込通路６０Ａからケース本体１の吸込
口２Ａを経て二次ゾーン３Ｂに浴室１００内の湿潤空気Ａが侵入するのを防止し、乾燥・
暖房運転時には、図１６に２点破線で示すように、前記送風機２１にて吸入される室内の
湿潤空気Ａの風圧によって容易に開扉可能になっている。
【００５６】
さらに、図中７４は第２の防湿用シャッタで、前記三次ゾーン３Ｃに連通する吹出口２Ｂ
の外側に対応する部位、例えば前記ダクト６０の吹出通路６０Ｂを形成する第２のダクト
６２の開口端に設置されていて、この第２の防湿用シャッタ７４は、図１７及び図１８に
示すように、上部両端に突出させたヒンジピン７４ａ，７４ａを、前記吹出通路６０Ｂを
形成する第２のダクト６２の開口端に断熱材７５を介して嵌合され固定される開口枠７６
に外側から押え部材７７，７７にて結合させて、運転停止時に、前記ダクト６０の吹出通
路６０Ｂを自重により外側から遮断するようにしてなる構成を有し、前記第２の防湿用シ
ャッタ７４は、図１７に２点破線で示すように、乾燥・暖房運転時に吹き出される乾燥空
気Ｂまたは暖房用空気Ｅの風圧により開扉可能にし、これによって、運転停止時に、ダク
ト６０の吹出通路６０Ｂからケース本体１の吹出口２Ｂを経て三次ゾーン３Ｃに浴室１０
０内の湿潤空気Ａが侵入するのを防止している。
【００５７】
すなわち、前記第１及び第２のシャッタ７１，７４は、運転停止時に、送気口５及びダク
ト６０の吹出通路６０Ｂを常に遮断するようにして、ケース本体１内への浴室１００内の
湿潤空気Ａの侵入を防止し、これによって、回転型除湿用素子３１の除湿効率を高めるよ
うになっているとともに、ケース本体１内に配される電装ボックス８１内のプリント配線
基板８２に装着される電装部品あるいはサーモスタット９１や温度ヒューズ９２などの温
度制御機器等への悪影響を及ぼすことのないようにしているものである。
【００５８】
また、前記電装ボックス８１は、前記ケース本体１内の防湿ゾーンである四次ゾーン３Ｄ
の上部に配置されているとともに、この電装ボックス８１内の天井面にプリント配線基板
８２を逆さ状態で取り付けて、このプリント配線基板８２に装着される電装部品を吊支し
、これによって、従前のように、プリント配線基板８２に上向き状態で電装部品を装着す
るよりも、電装部品への結露を生じ難くしている。
【００５９】
さらに、前記サーモスタット９１や温度ヒューズ９２などの温度制御機器も前記ケース本
体１内の乾燥・暖房ゾーンである三次ゾーン３Ｃの上部に設置され、これによって、温度
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変化に対して微妙な変化を及ぼすサーモスタット９１や温度ヒューズ９２などの温度制御
機器への結露を生じ難くしている。
【００６０】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、この発明は、ケース本体の室内側に対面する前面部に吸
込口と吹出口とを設け、このパネル面の吸込口から導入された室内の空気を遠心送風型の
送風機からなる送風手段による強制循環機構にてケース本体内に設けた回転型除湿用素子
に通過させて空気中の水分の吸着を行なわせ除湿・乾燥させた後、この除湿・乾燥空気を
吹出口から室内に戻すとともに、この水分が吸着された回転型除湿用素子に高温の空気を
通過させて、回転型除湿用素子に水分の脱着を行なわせる再生処理手段と、室内の空気を
直接排気する換気手段とを備えてなることから、除湿・乾燥運転中、回転型除湿用素子に
よる室内の湿潤空気の除湿・乾燥と、回転型除湿用素子の再生処理を同時に連続的に行な
うことができる。
【００６１】
しかも、ケース本体内を、少なくとも吸込口に連通する一次ゾーンと、吹出口に繋がる三
次ゾーンと、この三次ゾーンと一次ゾーンと隣接する二次ゾーンとに分割するとともに、
遠心送風型の送風機からなる送風装置にてケース本体内に室内の空気を吸込口から順に一
次ゾーン、二次ゾーン及び三次ゾーンを経て吹出口へと循環させ、この送風装置により二
次ゾーンを通過して三次ゾーンへ至らせられる空気中の水分を円筒状の回転型除湿用素子
に接させて吸着するような送風経路を形成しているために、送風システム全体の簡易化と
ともに、装置の小型化を図ることができる。
【００６２】
また、熱回収手段にて熱回収され加熱された再生用空気をケース本体内の三次ゾーンに至
らせて吹出口から排気させる乾燥・暖房切換え手段を備えてなるために、暖房手段への切
換えにより室内の暖房を容易に行なうことができ、乾燥運転時の乾燥効率を高めることが
できる一方、冬季入浴時の浴室内の暖房による快適性を維持することができる。
【００６３】
さらに、再生手段は、回転型除湿素子の三次ゾーン側の再生処理部位と熱回収処理部位と
に対応する部位に再生チャンバを配置し、この再生チャンバ内に回転型除湿素子の熱回収
処理部位からの水分吸着後の分流空気の導入路と、この分流空気を回転型除湿素子の再生
処理部位側にＵターンさせてなる導出路とを隔壁にて区画形成し、かつこの導入路に回転
型除湿素子の熱回収処理部位からの水分吸着後の分流空気を加熱する電気ヒータを設ける
一方、乾燥・暖房切換え手段は、再生チャンバの三次ゾーン側に面する電気ヒータの下流
側の側壁に設けた排気口を開閉制御可能な切換えダンパにて形成され、この切換えダンパ
の開扉状態で電気ヒータにて加熱された再生用空気を三次ゾーンに至らせるようにしてな
ることから、再生チャンバ内の省スペース化による装置全体の小型化を図ることができる
。
【００６４】
さらにまた、ケース本体内の三次ゾーンに除湿手段にて除湿され乾燥された空気を加熱し
て吹出口から暖房用空気を排気させる暖房手段を設けてなるために、この補助機能として
の暖房手段により室内暖房を助長する。
【００６５】
また、ケース本体内の一次ゾーンから二次ゾーンに至る連通部位と吹出口に対応する部位
に第１及び第２の防湿用シャッタをそれぞれ設け、第１の防湿用シャッタを送風機にて吸
入される室内の湿潤空気の風圧によって開扉するようになっている一方、第２の防湿用シ
ャッタを吹出口から吹き出される乾燥または暖房用空気の風圧によって開扉するようにな
っているために、運転停止時に、一次ゾーンから二次ゾーンに至る連通部位及び吹出口に
対応する部位を常に遮断することができ、ケース本体内の回転型除湿用素子が配される二
次ゾーンや吹出口に連通する三次ゾーンへの室内の湿潤空気の侵入を確実に防止すること
ができ、これによって、回転型除湿用素子の除湿効率を高めることができるとともに、ケ
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ース本体内に配される電装ボックス内のプリント配線基板に装着される電装部品あるいは
温度制御機器等への悪影響を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る除湿乾燥装置の建屋の浴室への据付け状態を示す概略的説明図。
【図２】同じく据付け状態の拡大縦断側面図。
【図３】同じく除湿乾燥装置の全体構成を示す概略的横断平面図。
【図４】同じく除湿乾燥装置の全体構成を示す正面側から見た概略的斜視図。
【図５】同じく除湿乾燥装置の全体構成を示す背面側から見た概略的斜視図。
【図６】同じく回転型除湿用素子の説明図。
【図７】同じく再生チャンバに設けたダンパの取付状態を示す断面図。
【図８】同じく再生チャンバに設けたダンパの取付状態の要部拡大斜視図。
【図９】同じく回転型除湿用素子に対する再生チャンバの取付状態を示す斜視図。
【図１０】同じく回転型除湿用素子に対する再生チャンバの取付状態を示す横断面図。
【図１１】同じく室内の湿潤空気の換気機能と除湿・乾燥機能と回転型除湿用素子の再生
機能及び暖房機能を原理的に示す説明図。
【図１２】同じくケース本体及び第１のダクトの室外側からの換気扇用取付枠への据付状
態を示す分解図。
【図１３】同じくケース本体及び第１のダクトの室外側からの換気扇用取付枠への据付状
態を示す分解図。
【図１４】同じくケース本体及び第１のダクトへの第２のダクト、エアフィルタ及び化粧
グリルの据付状態を示す分解図。
【図１５】同じく除湿・乾燥後の空気の室内への吐出状態を示す説明図。
【図１６】同じく二次ゾーンへの湿潤空気の侵入防止用シャッタの動作を横断面にして示
す説明図。
【図１７】同じくダクト部分における乾燥空気の吹出口からの湿潤空気の侵入防止用シャ
ッタの動作を示す断面図。
【図１８】同じくダクト部分における乾燥空気の吹出口からの湿潤空気の侵入防止用シャ
ッタの組立状態を示す分解斜視図。
【符号の説明】
１・・・ケース本体、
１ａ・・・前面部、
２Ａ・・・吸込口、
２Ｂ・・・吹出口、
３Ａ・・・一次ゾーン、
３Ｂ・・・二次ゾーン、
３Ｃ・・・三次ゾーン（乾燥・暖房ゾーン）、
３Ｄ・・・四次ゾーン（防湿ゾーン）、
４・・・送気路、
５・・・送気口、
６，７，８，９・・・隔壁パネル、
１４・・・換気口、
２０・・・強制循環機構、
２１・・・送風装置（遠心送風型の送風機）、
２２・・・駆動モータ、
２４・・・換気・乾燥用切換えダンパ、
２５・・・ステップモータ、
３０・・・除湿・乾燥機構、
３１・・・回転型除湿用素子、
３１Ａ・・・除湿処理部位、
３１Ｂ・・・再生処理部位、
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３１Ｃ・・・熱回収処理部位、
４１・・・第１のチャンバ（再生チャンバ）、
４５・・・電気ヒータ、
４６・・・排気口、
４７・・・ステップモータ、
４８・・・乾燥・暖房用切換えダンパ、
７１・・・第１の防湿用シャッタ、
７４・・・第１の防湿用シャッタ、
５２・・・暖房用電気ヒータ、
１００・・・浴室（除湿乾燥室）、
Ａ・・・湿潤空気、
Ｂ・・・乾燥空気、
Ｃ・・・高温空気（再生用空気）、
Ｄ・・・排出空気、
Ｅ・・・暖房用空気。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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