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(57)【要約】
【課題】浴室内部を乾燥させる浴室換気乾燥機において
、乾燥に最適な浴室外部空間の空気を浴室内部空間に吸
込むことを目的とする。
【解決手段】浴室換気乾燥機は、浴室内部空間から空気
を吸込む浴室内側吸込口と、複数の浴室外部空間の空気
を吸込む浴室外側吸込口と、複数の浴室外部空間それぞ
れの空気の湿度と温度を検知する浴室外側湿度検知手段
と浴室外側温度検知手段とを備える。そして、浴室外側
絶対湿度算出手段と絶対湿度比較手段を備え、検知した
湿度と温度から算出した絶対湿度に基づいて、最も絶対
湿度の小さい浴室外側吸込口からの吸込み風量を大きく
することで、効率よく乾燥を行うことができる浴室換気
乾燥機を提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
浴室の内部空間の空気を吸込む浴室内側吸込口と、
前記浴室の外部空間の空気を吸込む複数の浴室外側吸込口と、
前記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側吸込口から吸込んだ空気を前記内部空間に
吹出す浴室内側吹出口と、
前記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側吸込口から吸込んだ空気を前記外部空間に
吹出す浴室外側吹出口と、
前記外部空間の空気の湿度をそれぞれ検知する浴室外側湿度検知手段と、
前記外部空間の空気の温度をそれぞれ検知する浴室外側温度検知手段と、
前記浴室外側湿度検知手段が検知した前記外部空間の空気の湿度と前記浴室外側温度検知
手段が検知した前記外部空間の空気の温度とに基づき複数の外部空間それぞれの絶対湿度
を算出する浴室外側絶対湿度算出手段と、
前記浴室外側絶対湿度算出手段により算出された複数の外部空間それぞれの絶対湿度を比
較する絶対湿度比較手段と、
前記絶対湿度比較手段による比較結果に基づき前記複数の浴室外側吸込口から吸込む風量
の割合を変更する吸込風量変更手段と、
を備えた浴室換気乾燥機。
【請求項２】
前記吸込風量変更手段は、
　前記絶対湿度比較手段による比較結果に基づいて前記浴室外側吸込口のうち最も絶対湿
度が小さい空気を吸込む浴室外側吸込口からの吸込み風量を他の吸込口からの吸込み風量
よりも大きくする請求項１に記載の浴室換気乾燥機。
【請求項３】
前記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側吸込口から吸込んだ空気に熱を加える加熱
手段と、
前記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側吸込口から吸込んだ空気を前記内部空間及
び／または前記外部空間に吹出す風量の割合を変更する吹出風量変更手段とを備え、
前記吸込風量変更手段は、
　前記加熱手段を利用した乾燥処理を停止し、
　前記絶対湿度比較手段による比較結果に基づいて前記浴室外側吸込口のうち最も絶対湿
度が小さい空気を吸込む浴室外側吸込口からの吸込み風量を他の吸込口からの吸込み風量
よりも大きくし、
　前記浴室内側吸込口から前記外部空間に吹出す風量を前記内部空間に吹出す風量よりも
大きくする請求項１に記載の浴室換気乾燥機。
【請求項４】
前記浴室外側吸込口は、
　前記浴室の外部空間であって室内の空気を吸込む第一の浴室外側吸込口と、
　前記浴室の外部空間であって室外の空気を吸込む第二の浴室外側吸込口と、
を備えた請求項１から３のいずれかに記載の浴室換気乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衣類の乾燥または浴室の乾燥に使用される浴室換気乾燥機に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の浴室換気乾燥機は、浴室内部空間の空気を浴室外部空間に排気する手段と
、浴室内部空間の空気を浴室内部空間に循環させる手段とを備え、風量変更手段によって
、各吸込口から吸込む風量及び各吹出口から吹出す風量を切り替えるものが知られている
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。
【０００３】
　例えば図５に示すように、従来の浴室換気乾燥機は、浴室外部空間から浴室１０１の内
部空間に空気を送風する吸気ファン１０２と浴室内部空間の空気を屋外に排気する排気フ
ァン１０３を備えている。つまり従来の浴室換気乾燥機は、複数のダクトを介して脱衣室
１０４や居間１０５の空気を浴室内部空間に吸込み、加熱することなく浴室内部空間の温
度調整を行う。（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２０１０－２７６２７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来の浴室換気乾燥機は、温度のみで浴室外部空間から吸込む空気の状態を
判断するため浴室内部空間の温度調整は可能だが、浴室や衣類を乾燥する際には天候や浴
室外部空間の環境によっては乾燥に時間がかかる場合がある。
【０００６】
　例えば、温度が高い場合であっても天候が悪く、すなわち湿度が高い場合には、乾燥に
適さないことがあるが、このような場合であっても乾燥に適さない空気を利用してしまう
といったケースがこれに該当する。
【０００７】
　そこで本発明は、上記課題を解決するものであり、効率よく乾燥を行うことができる浴
室換気乾燥機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】
　そして、この目的を達成するために、本発明に係る浴室換気乾燥機は、浴室の内部空間
の空気を吸込む浴室内側吸込口と、前記浴室の外部空間の空気を吸込む複数の浴室外側吸
込口と、前記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側吸込口から吸込んだ空気を前記内
部空間に吹出す浴室内側吹出口と、前記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側吸込口
から吸込んだ空気を前記外部空間に吹出す浴室外側吹出口と、前記外部空間の空気の湿度
をそれぞれ検知する浴室外側湿度検知手段と、前記外部空間の空気の温度をそれぞれ検知
する浴室外側温度検知手段と、前記浴室外側湿度検知手段が検知した前記外部空間の空気
の湿度と前記浴室外側温度検知手段が検知した前記外部空間の空気の温度とに基づき複数
の外部空間それぞれの絶対湿度を算出する浴室外側絶対湿度算出手段と、前記浴室外側絶
対湿度算出手段により算出された複数の外部空間それぞれの絶対湿度を比較する絶対湿度
比較手段と、前記絶対湿度比較手段による比較結果に基づき前記複数の浴室外側吸込口か
ら吸込む風量の割合を変更する吸込風量変更手段とを備えたものであり、これにより所期
の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る浴室換気乾燥機によれば、乾燥に最適な浴室外部空間の空気を選択的に浴
室内部空間に吸込むことができるので、効率よく乾燥を行うことができるという効果を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る浴室周辺の構造を示す概略構成図
【図２】本発明の実施の形態１に係る浴室換気乾燥機の構成を示す側断面図
【図３】本発明の実施の形態１に係る制御手段の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る浴室換気乾燥機の動作を示すフローチャート
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【図５】従来の浴室換気乾燥機及び浴室周辺の構造を示す概略構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係る浴室換気乾燥機は、浴室の内部空間の空気を吸込む浴室内側吸込口と、前
記浴室の外部空間の空気を吸込む複数の浴室外側吸込口と、前記浴室内側吸込口及び／ま
たは前記浴室外側吸込口から吸込んだ空気を前記内部空間に吹出す浴室内側吹出口と、前
記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側吸込口から吸込んだ空気を前記外部空間に吹
出す浴室外側吹出口と、前記外部空間の空気の湿度をそれぞれ検知する浴室外側湿度検知
手段と、前記外部空間の空気の温度をそれぞれ検知する浴室外側温度検知手段と、前記浴
室外側湿度検知手段が検知した前記外部空間の空気の湿度と前記浴室外側温度検知手段が
検知した前記外部空間の空気の温度とに基づき複数の外部空間それぞれの絶対湿度を算出
する浴室外側絶対湿度算出手段と、前記浴室外側絶対湿度算出手段により算出された複数
の外部空間それぞれの絶対湿度を比較する絶対湿度比較手段と、前記絶対湿度比較手段に
よる比較結果に基づき前記複数の浴室外側吸込口から吸込む風量の割合を変更する吸込風
量変更手段とを備えるという構成を有する。
【００１２】
　これにより、前記絶対湿度比較手段にて比較した絶対湿度に応じて前記吸込風量変更手
段にて吸込風量を可変させることで、乾燥に最適な浴室外部空間の空気を浴室内部空間に
吸込むことができるので、効率よく乾燥を行うことができるという効果を奏する。
【００１３】
　また、前記吸込風量変更手段は、前記絶対湿度比較手段による比較結果に基づいて前記
浴室外側吸込口のうち最も絶対湿度が小さい空気を吸込む浴室外側吸込口からの吸込み風
量を他の浴室外側吸込口からの吸込み風量よりも大きくするという構成を有する。
【００１４】
　これにより、前記絶対湿度比較手段にて比較した最も絶対湿度が小さい浴室外側吸込口
から吸込み、乾燥に最適な浴室外部空間の空気を浴室内部空間に吸込む風量の割合を大き
くすることで、効率よく乾燥を行うことができるという効果をさらに高めることができる
。
【００１５】
　また、本発明に係る浴室換気乾燥機は、前記浴室内側吸込口及び／または前記浴室外側
吸込口から吸込んだ空気に熱を加える加熱手段と、前記浴室内側吸込口及び／または前記
浴室外側吸込口から吸込んだ空気を前記内部空間及び／または前記外部空間に吹出す風量
の割合を変更する吹出風量変更手段とを備え、前記吸込風量変更手段は、前記加熱手段を
利用した乾燥処理を停止し、前記絶対湿度比較手段による比較結果に基づいて前記浴室外
側吸込口のうち最も絶対湿度が小さい空気を吸込む浴室外側吸込口からの吸込み風量を他
の浴室外側吸込口からの吸込み風量よりも大きくし、前記浴室内側吸込口から前記外部空
間に吹出す風量を前記内部空間に吹出す風量よりも大きくするという構成を有する。
【００１６】
　これにより、加熱手段の加熱処理による衣類乾燥が終了したあとに浴室内部空間の温度
が低下することによる、浴室内部空間の湿度の上昇を抑えることができるという効果を奏
する。
【００１７】
　また、前記浴室外側吸込口は、前記浴室の外部空間であって室内の空気を吸込む第一の
浴室外側吸込口と、前記浴室の外部空間であって室外の空気を吸込む第二の浴室外側吸込
口とを備えるという構成を有する。
【００１８】
　これにより、さまざまな空気環境にある浴室外部空間の空気の絶対湿度を比較できるた
め、乾燥に最適な浴室外部空間の空気を利用し、効率よく乾燥を行うことができるという
効果をさらに高めることができる。
【００１９】
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　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の
形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない
。また、全図面を通して、同一の部位については同一の符号を付して二度目以降の説明を
省略している。さらに、各図面において、本発明に直接には関係しない各部の詳細につい
ては説明を省略している。
【００２０】
　（実施の形態１）
図１は本実施の形態に係る浴室換気乾燥機が備えられた浴室周辺の構成を示す概略構成図
であり、図２は本実施の形態に係る浴室換気乾燥機の構成を示す側断面図である。浴室換
気乾燥機１は、例えば浴室の天井に埋め込まれることで、浴室２と浴室外部空間（例えば
脱衣室３及び屋外４）との間の空気の流れをコントロールする。浴室内部空間と浴室外部
空間とは通常、壁で分離されており、異なる空間として存在する。
【００２１】
　浴室換気乾燥機１は、浴室内側吸込口５と浴室外側吸込口６と浴室内側吹出口７と浴室
外側吹出口８と本体操作リモコン１５とを備えている。
【００２２】
　浴室内側吸込口５は、浴室の内側、つまり浴室換気乾燥機１の下方から空気を吸込むた
めの下向きの開口であり、浴室の内部空間の空気を吸込む。
【００２３】
　浴室外側吸込口６は、吸気ダクト１０を介して浴室外側、例えば脱衣室３や屋外４に設
けられた吸気口９から空気を吸込むため開口であり、浴室の外部空間の空気を吸込む。な
お、浴室外側吸込口６は、図１においては開口を浴室換気乾燥機１の右方向としたが、開
口は上下左右どの方向でも良い。また、浴室外側吸込口６は、図１においては脱衣室３と
屋外４の空気の吸込口としたが、場所を問わず床下や天井裏、居間などの空気の吸込口と
しても良い。また、浴室外側吸込口６は、図１においては脱衣室３と屋外４との二つの空
気の吸込口としたが、複数であれば数に限りはなく、いくつ吸込口を設けても良い。
【００２４】
　吸気ダクト１０は、一端を吸気口９に接続され、他端を浴室外側吸込口６に接続されて
いる。なお図１においては、吸気ダクト１０ｂにおける一端が浴室２の外部空間であって
室内（脱衣室３）の空気を吸込む吸気口９ｂに接続されており、他端が第一の浴室外側吸
込口６ｂに接続されている。また、吸気ダクト１０ａにおける一端が浴室２の外部空間で
あって室外（屋外４）の空気を吸込む吸気口９ａに接続されており、他端が第二の浴室外
側吸込口６ａに接続されている。
【００２５】
　浴室内側吹出口７は、浴室内側吸込口５及び／または浴室外側吸込口６から吸込んだ空
気を浴室内部空間、つまり浴室換気乾燥機１の下方に吹出すための下向きの開口である。
【００２６】
　浴室外側吹出口８は、浴室内側吸込口５から吸込まれた空気を、排気ダクト１２を介し
て浴室外部空間、つまり浴室換気乾燥機１の側方空間に設けられた排気口１１に吹出すた
めの開口である。
【００２７】
　排気ダクト１２は、一端を浴室外側吹出口８に接続され、他端を排気口１１に接続され
ている。
【００２８】
　排気口１１は、浴室２の外部空間であって室外（屋外４）に向けて設けられた開口であ
り、浴室換気乾燥機１からの排気を室外に排出するためのものである。なお、排気口１１
から排出された空気が吸気口９ａより吸込まれないように、排気口１１と吸気口９ａとは
例えば１ｍ以上の距離を開けて配置されている。
【００２９】
　本体操作リモコン１５は、例えば脱衣室３の壁面に設置され、浴室換気乾燥機１と接続
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される。使用者が本体操作リモコン１５に様々な指示を入力することで、浴室換気乾燥機
１に、指示に応じた信号が送信される。
【００３０】
　また、浴室換気乾燥機１は、吸気ファン２０と循環ファン２１と浴室外側湿度検知手段
１３と浴室外側温度検知手段１４と吸込風量変更ステッピングモータ２６と吸込風量変更
ダンパー１６と吹出風量変更ステッピングモータ２９と吹出風量変更ダンパー１７と加熱
手段１９と制御手段１８とを備えている。
【００３１】
　吸気ファン２０は、浴室外部空間の空気を浴室外側吸込口６から浴室換気乾燥機１の内
部に取り込むための空気の流れを作るためのファンである。吸気ファン２０は、モータの
回転軸に接続されており、回転軸の回転によって浴室外側吸込口６から吸気を行い、浴室
内側吹出口７側に排出する。なお、図２においては、吸気ファン２０は一つとしたが数に
制限はなく複数用いても良い。
【００３２】
　循環ファン２１は、浴室内部空間の空気を浴室内側吸込口５から浴室換気乾燥機１の内
部に取り込むための空気の流れを作るためのファンである。循環ファン２１は、モータの
回転軸に接続されており、回転軸の回転によって浴室内側吸込口５から吸気を行い、後述
する吹出風量変更ダンパー１７を介して浴室外側吹出口８及び／または浴室内側吹出口７
側に排出する。なお、図２においては、循環ファン２１は一つとしたが数に制限はなく複
数用いても良い。また、図２においては、設置場所は浴室内側吸込口５付近としたが、浴
室内側吹出口７付近としても良い。
【００３３】
　浴室外側湿度検知手段１３は、浴室外部空間から吸込まれた空気の湿度を検知する。ま
た、浴室外側湿度検知手段１３は、複数の浴室外部空間と同じ個数設け、複数の浴室外部
空間それぞれから吸込まれた空気の湿度を検知する。なお図２においては、浴室外側湿度
検知手段１３ｂは浴室２の外部空間であって室内（脱衣室３）の空気の湿度を検知し、浴
室外側湿度検知手段１３ａは浴室２の外部空間であって室外（屋外４）の空気の湿度を検
知する。
【００３４】
　浴室外側温度検知手段１４は、浴室外部空間から吸込まれた空気の温度を検知する。ま
た、浴室外側温度検知手段１４は、複数の浴室外部空間と同じ数だけ設け、複数の浴室外
部空間それぞれから吸込まれた空気の温度を検知する。浴室外側温度検知手段１４ｂは、
浴室２の外部空間であって室内（脱衣室３）の空気の温度を検知し、浴室外側温度検知手
段１４ａは浴室２の外部空間であって室外（屋外４）の空気の温度を検知する。
【００３５】
　なお、浴室外側湿度検知手段１３と浴室外側温度検知手段１４は、図２においてはそれ
ぞれ別の検知手段としたが、一体型の検知手段としても良い。
【００３６】
　吸込風量変更ステッピングモータ２６（以後、吸込風量変更ＳＴＭと称する）は、吸込
風量変更ダンパー１６の浴室外側吸込口６に対する角度を変更するモータである。吸込風
量変更ＳＴＭ２６は、吸込風量変更ダンパー１６の角度を変更することで、浴室外側吸込
口６から吸い込む空気の量を変更する。なお、図２においては、吸込風量変更ＳＴＭ２６
ｂは吸込風量変更ダンパー１６ｂの角度を変更し、吸込風量変更ＳＴＭ２６ａは吸込風量
変更ダンパー１６ａの角度を変更する。
【００３７】
　吸込風量変更ダンパー１６は、浴室外側吸込口６の開口よりも大きく、つまり開口を閉
じることができる面積を有する平面板である。また、吸込風量変更ダンパー１６は、複数
の浴室外部空間と同じ個数設け、吸込風量変更ＳＴＭ２６を介してそれぞれ角度変更する
ことで、複数の浴室外側吸込口から吸込む風量の割合を変更する。なお、図２においては
、吸込風量変更ダンパー１６ｂは、浴室２の外部空間であって室内（脱衣室３）から吸込
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む風量を変更し、吸込風量変更ダンパー１６ａは浴室２の外部空間であって室外（屋外４
）から吸込む風量を変更する。
【００３８】
　吹出風量変更ステッピングモータ２９（以後、吹出風量変更ＳＴＭ）は、浴室内側吸込
口５から吸込んだ空気の流れに対して吹出風量変更ダンパー１７の角度を変更する。
【００３９】
　吹出風量変更ダンパー１７は、吹出風量変更ＳＴＭ２９を介した角度の変更によって、
浴室内側吸込口５から吸込んだ空気を浴室外側吹出口８に排出する排気風路と浴室内側吹
出口７に循環させる循環風路とに送風する風量の割合を変更する。
【００４０】
　加熱手段１９は、浴室外側吸込口６から吸込んだ空気及び浴室内側吸込口５から吸込ん
だ空気を、浴室内側吹出口７から浴室内部空間に送風する前段で加熱する。加熱手段１９
は、具体的には例えばヒーター等が該当する。
【００４１】
　制御手段１８は、浴室外部空間と浴室内部空間の空気の流れをコントロールし、さらに
加熱手段１９による加熱を調整するが、詳細は後述する。
【００４２】
　続いて、図３を用いて、制御手段１８の動作の流れについて説明する。図３は、制御手
段の構成を示すブロック図である。
【００４３】
　制御手段１８は、内部にＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び浴室換気乾燥機１におけるステッピングモータやダンパー等の各
駆動部に対応するドライバが内部バスを介して接続されている。ＣＰＵは、例えばＲＡＭ
を作業領域として利用し、ＲＯＭに記憶されているプログラムを実行し、当該実行結果に
基づいてドライバとデータや命令を授受することにより各駆動部の動作を制御する。制御
手段１８は、プログラムとして、浴室外側絶対湿度算出手段２２と絶対湿度比較手段２３
と吸込風量変更ステッピングモータ制御手段２５（以後、吸込風量変更ＳＴＭ制御手段）
と吹出風量変更ステッピングモータ制御手段２８（以後、吹出風量変更ＳＴＭ制御手段）
と吸気ファン制御手段３０と循環ファン制御手段３１とを備える。
【００４４】
　浴室外側絶対湿度算出手段２２は、浴室外側湿度検知手段１３と浴室外側温度検知手段
１４で検知した湿度及び温度から以下の算出式に基づいてそれぞれの空間毎に絶対湿度を
算出する。なお、飽和水蒸気量は温度によって決められている値である。
絶対湿度（ｇ／ｍ3）＝　飽和水蒸気量（ｇ／ｍ3）×湿度（％）×１００・・・（式１）
　絶対湿度比較手段２３は、浴室外側絶対湿度算出手段２２によって算出された絶対湿度
に基づいて、複数の浴室外部空間それぞれの絶対湿度を比較し、最も絶対湿度が小さい浴
室外部空間を求める。
【００４５】
　吸込風量変更手段２４は、吸込風量変更ＳＴＭ制御手段２５と吸込風量変更ＳＴＭ２６
と吸込風量変更ダンパー１６とを備える。吸込風量変更手段２４は、絶対湿度比較手段２
３の比較結果に基づき、複数の浴室外部空間から浴室換気乾燥機１に吸込む空気の風量の
割合を変更する手段である。ここで風量の割合は、０対１００あるいは１００対０を含む
。
【００４６】
　風量変更ＳＴＭ制御手段２５は、吸込風量変更ＳＴＭ２６に対して信号を送信すること
で吸込風量変更ダンパー１６を開閉させる。ここでは、絶対湿度比較手段２３によって求
められた、最も絶対湿度が小さい空気を吸込む浴室外側吸込口を開き、その他の浴室外部
空間からの空気を吸込む浴室外側吸込口を閉じるように吸込風量変更ＳＴＭ２６の制御を
行う。
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【００４７】
　吹出風量変更手段２７は、吹出風量変更ＳＴＭ制御手段２８と吹出風量変更ＳＴＭ２９
と吹出風量変更ダンパー１７とを備える。吹出風量変更手段２７は、浴室外部空間へ吹出
す排気風量と浴室外側吹出口８から浴室内側に吹出す循環風量との割合を変更する。
【００４８】
　吹出風量変更ＳＴＭ制御手段２８は、吹出風量変更ＳＴＭ２９に対して信号を送信する
ことで吹出風量変更ダンパー１７を動作させる。また、吹出風量変更ＳＴＭ制御手段２８
は、加熱手段１９を利用した乾燥処理を停止した後、浴室内側吸込口５から吸込んだ空気
に対して、循環風路よりも排気風路に送風する空気を大きくするように、吹出風量変更Ｓ
ＴＭ２９を制御する。
【００４９】
　なお、吹出風量変更ＳＴＭ制御手段２８は加熱手段１９を利用した乾燥処理を停止後に
行うのみではなく、加熱手段１９を利用した乾燥処理を行う最中も、排気風路と循環風路
に分配する割合を任意に変更しても良い。
【００５０】
　吸気ファン制御手段３０は、吸気ファン２０の動作を制御する手段であり、例えば本体
操作リモコン１５からの信号に基づいて、浴室外部空間から吸込む風量の大きさを変更す
るために、吸気ファン２０の回転数を変更する。
【００５１】
　循環ファン変更手段３１は、循環ファン２１の動作を制御する手段であり、浴室内部空
間へ送風する風量の大きさ、例えば強運転または弱運転を切り替えるために、循環ファン
２１の回転数を変更する。
【００５２】
　次に、図４を用いて本発明に係る浴室換気乾燥機の運転動作について説明する。なお図
４は、浴室換気乾燥機の動作を示すフローチャートである。ここで図４における「Ｓ」は
ステップを意味する。
【００５３】
　まず使用者が、例えば本体操作リモコン１５を介して浴室換気乾燥機１に、運転開始の
信号を送信する。
【００５４】
　運転開始の信号を受信した制御手段１８は、複数ある運転種別の中から乾燥運転である
か否かを判定する（図４：Ｓ０１）。
【００５５】
　ここで乾燥運転とは、浴室内部及び／または浴室内部に吊るされた衣類を乾燥させるた
めの運転である。乾燥運転の他には、例えば入浴時の寒さ防止のための暖房運転や、入浴
時の暑さを和らげる涼風運転などがある。
【００５６】
　乾燥運転ではない場合には、制御手段１８は、例えば上述の暖房運転や涼風運転などを
実施するが説明は省略する（図４：Ｓ０１Ｎｏ）。
【００５７】
　乾燥運転である場合には、制御手段１８は、吸気を開始する（図４：Ｓ０１Ｙｅｓ→Ｓ
０２）。ここで吸気とは、浴室外部空間の空気を浴室内部空間に吸込むために浴室外側吸
込口６を開き、吸気ファン２０の動作を開始することである。なお、この動作では複数の
浴室外部空間から吸込む全ての浴室外側吸込口６を開く。
【００５８】
　制御手段１８が吸気を開始すると、浴室外側湿度検知手段１３と浴室外側温度検知手段
１４は、浴室外部空間の湿度及び温度を検知する（図４：Ｓ０３）。この処理により、複
数の浴室外部空間それぞれから吸込まれた空気の湿度及び温度を検知することができる。
【００５９】
　続いて、浴室外側絶対湿度算出手段２２は、検知した湿度及び温度に基づいて絶対湿度



(9) JP 2017-133753 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

を算出する（図４：Ｓ０４）。浴室外側絶対湿度算出手段２２は、吸込む外部空間の空気
それぞれについて絶対湿度の算出を行う。
【００６０】
　絶対湿度比較手段２３は、それぞれの外部空間の空気について算出された絶対湿度を比
較し、最も絶対湿度が小さい外部空間の空気を決定する（図４：Ｓ０５）。この後のステ
ップにおいては最も絶対湿度が小さい外部空間の空気を乾燥運転に利用する。
【００６１】
　吸込風量変更ＳＴＭ制御手段２５は、最も絶対湿度が小さい外部空間の空気を浴室内部
空間に取り入れるために、最も絶対湿度が小さい外部空間を吸込む浴室外側吸込口を開き
、それ以外の浴室外側吸込口を閉じる（図４：Ｓ０６）。つまり吸込風量ＳＴＭ２６を介
して吸込風量変更ダンパー１６を動作することで、外部から浴室換気乾燥機１内に吸込む
風量の割合を変更する。ここでは、風量の割合は０対１００とする。
【００６２】
　その後、制御手段１８は、最も絶対湿度が小さい空気を利用して乾燥運転を継続するこ
とで、効率よく乾燥させることが可能となる。この際、加熱手段１９の運転も行うことで
、乾燥時間を短縮し、さらに効率よく乾燥することができる。
【００６３】
　加熱手段１９を用いて乾燥運転していた場合には、制御手段１８は、あらかじめ決めら
れた時間、乾燥運転を行った後、加熱手段１９を使用した乾燥を終了する（図４：Ｓ０７
）。ただし、乾燥運転後の浴室内部空間の絶対湿度は乾燥運転前の絶対湿度に比べて上昇
している。加熱手段１９の停止後、浴室内部空間の温度が低下することによって、飽和水
蒸気量が小さくなるため、浴室内部空間の湿度が浴室外部空間の湿度より上昇するという
問題がある。つまり加熱処理終了後、一度乾いた浴室内部及び／または衣類が再度湿気を
帯びるということになる。この問題を解決するために次の工程を有する。
【００６４】
　吹出風量変更ＳＴＭ制御手段２８は、浴室内側吸込口５から吸込んだ空気の誘導先を、
循環風路より排気風路の方が大きくなるように、吹出風量変更ダンパー１７を動作する（
図４：Ｓ０８）。なお、加熱手段１９が停止しているので熱量ロスが発生しないため、浴
室内側吸込口５から吸込んだ空気を全て排気風路に送風するように吹出風量変更ダンパー
を動作させても良い。
【００６５】
　この状態で制御手段１８は、一定時間経過した後に運転を停止（図４：Ｓ０９）し、乾
燥運転を終了する。
【００６６】
　これにより浴室内部空間が換気され、浴室内部空間の湿度が浴室外部空間の湿度と同等
の値になるため、乾燥対象物の含有水分量をさらに減少させることができる。
【００６７】
　以上のように、さまざまな浴室外部空間の空気環境の浴室外側絶対湿度を比較できるた
め、乾燥に最適な浴室外部空間の空気を浴室内部空間に吸込むことができるので、効率よ
く乾燥を行うことができる。
【００６８】
　また、乾燥に最適な浴室外部空間の空気を浴室内部空間に吸込む風量の割合を大きくす
ることで、効率よく乾燥を行うことができるという効果をさらに高めることができる。
【００６９】
　また、加熱手段を停止後、浴室内側吸込口から浴室外部空間に吹出す風量を浴室内部空
間に吹出す風量よりも大きくすることで、乾燥対象物の含有水分量をさらに減少させるこ
とができる。
また、屋外からの吸気を行うことで、さまざまな空気環境にある浴室外部空間の空気の絶
対湿度を比較できるため、効率よく乾燥を行うことができるという効果をさらに高めるこ
とができる。
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（変形例）
　上記実施の形態においては、浴室外側湿度検知手段１３と浴室外側温度検知手段１４は
、浴室換気乾燥機１の本体内部に設置した。この場合、吸込風量を変更した後（図４：Ｓ
０８）天候変化等が原因で浴室外部空間の空気の絶対湿度の大きさが変化していないかを
どうかを例えば３０分毎に確認してもよい。つまり再度全ての浴室外部空間それぞれの空
気の湿度及び温度を検知し、前回の湿度及び温度の検知結果と変化がなければそのまま乾
燥運転を継続する。また、変化があれば再度吸気開始から絶対湿度を算出する手順（図４
：Ｓ０４）から行い絶対湿度を比較する。
【００７０】
　なお、浴室外側湿度検知手段１３と浴室外側温度検知手段１４を必ずしも浴室換気乾燥
機１の本体内部に設置する必要はない。例えば吸気口９付近及び本体操作リモコン１５に
取り付けた場合は、浴室外側湿度検知手段１３と浴室外側温度検知手段１４が浴室外部空
間の湿度及び温度を検知する際に、浴室外側吸込口６を開く必要がない。
【００７１】
　また、吸込風量変更手段２４は、浴室外部空間から浴室換気乾燥機１に空気を吸込む際
、最も絶対湿度の小さい浴室外部空間の浴室外側吸込口を開き、その他の浴室外側吸込口
を閉じる制御のみだけでなく、複数の浴室外側吸込口を開くことで複数の浴室外部空間か
ら空気を吸込む制御としても良い。つまり上記実施の形態では、複数の浴室外部空間から
浴室換気乾燥機１に吸込む空気の風量の割合を０対１００あるいは１００対０とした。し
かし省エネルギーの観点から、浴室外部空間の絶対湿度と温度から加熱手段１９の使用を
抑制し、例えば２０対８０などの風量の割合にする制御を行っても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、絶対湿度を比較し複数の浴室外部空間から空気を取り込むことができる浴室
暖房装置として有用である。
【符号の説明】
【００７３】
　１　　浴室換気乾燥機　
　２　　浴室
　３　　脱衣室
　４　　屋外
　５　　浴室内側吸込口
　６，６ａ，６ｂ　　浴室外側吸込口
　７　　浴室内側吹出口
　８　　浴室外側吹出口
　９，９ａ，９ｂ　　吸気口
　１０，１０ａ，１０ｂ　　吸気ダクト
　１１　　排気口
　１２　　排気ダクト
　１３，１３ａ，１３ｂ　　浴室外側湿度検知手段
　１４，１４ａ，１４ｂ　　浴室外側温度検知手段
　１５　　本体操作リモコン
　１６，１６ａ，１６ｂ　　吸込風量変更ダンパー
　１７　　吹出風量変更ダンパー
　１８　　制御手段
　１９　　加熱手段
　２０　　吸気ファン
　２１　　循環ファン
　２６　　吸込風量変更ステッピングモータ
　２９　　吹出風量変更ステッピングモータ
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