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(57)【要約】
【課題】浴室乾燥機としての基本性能を確保しつつ、他
室の常時換気にも対応することができ、設置施工が容易
な浴室乾燥機を提供すること。
【解決手段】この浴室乾燥機ＤＭは、他室導入口Ｉｂ，
Ｉｃから空気を吸い込んで排気口Ｅａから排出する排気
ファン２０１と、排気吸込口１０９から空気を吸い込む
ための浴室排気流路１１５，１１６と、給気導入口Ｉａ
から空気を吸い込んで、浴室内に送り出すための浴室給
気流路１１３，１１４と、浴室排気流路１１５，１１６
と浴室給気流路１１３，１１４とが交差する領域に設け
られ、浴室排気流路１１５，１１６を流れる浴室内の空
気と、浴室給気流路１１３，１１４を流れる外気との間
で熱交換を行う熱交換器１０１と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴室内に連通した循環吸込口から空気を吸い込んで浴室内に連通した循環吹出口から吹
き出す循環ファンと、前記循環吹出口から吹き出される空気を加熱するヒータとを備えた
浴室乾燥機において、
　浴室以外の他室と連通した他室導入口から空気を吸い込んで外気に連通した排気口から
排出する排気ファンと、
　この排気ファンの吸込側に連通すると共に、浴室内に連通した排気吸込口から空気を吸
い込むための浴室排気流路と、
　浴室以外の他室又は外気と連通した給気導入口から空気を吸い込んで、浴室内に送り出
すための浴室給気流路と、
　前記浴室排気流路と前記浴室給気流路とが交差する領域に設けられ、前記浴室排気流路
を流れる浴室内の空気と、前記浴室給気流路を流れる外気との間で熱交換を行う熱交換器
と、
を備えることを特徴とする浴室乾燥機。
【請求項２】
　前記浴室給気流路は、浴室内に連通した給気吹出口と、この給気吹出口から浴室内に空
気を吹き出すための給気ファンとを有していることを特徴とする請求項１に記載の浴室乾
燥機。
【請求項３】
　前記浴室給気流路から送り出される空気が前記循環吸込口側に供給されるように構成さ
れていると共に、前記浴室給気流路から前記循環吸込口側に供給される空気を調整するた
めの給気ダンパが設けられており、
　前記給気ダンパを開いて前記浴室給気流路から送り出される空気が前記循環吸込口側へ
供給される状態で前記循環ファンを駆動することで、前記循環ファンが前記循環吸込口を
介した浴室内及び前記浴室給気流路の両方から空気を吸い込んで前記循環吹出口から吹き
出すことを特徴とする請求項１に記載の浴室乾燥機。
【請求項４】
　前記給気ダンパを開いて前記浴室給気流路から吹き出される空気が前記循環吸込口側へ
供給される状態において、前記循環吸込口の一部が前記給気ダンパによって閉塞されるこ
とを特徴とする請求項３に記載の浴室乾燥機。
【請求項５】
　前記浴室排気流路には、この浴室排気流路を開閉する排気ダンパが設けられていること
を特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の浴室乾燥機。
【請求項６】
　前記排気ファンの吸込側と連通すると共に、前記熱交換器を経由せずに浴室内から空気
を吸い込むための第二浴室排気流路と、この第二排気流路を開閉する第二排気ダンパとを
備え、
　前記第二排気ダンパを開き、前記排気ダンパを閉じて前記排気ファンを駆動することで
、前記熱交換器をバイパスした排気運転を実行することを特徴とする請求項５に記載の浴
室乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室乾燥機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　浴室内の空気を吸引して浴室内を乾燥させることが可能な浴室乾燥機として、下記特許
文献１に記載されているような浴室乾燥機が提案されている。下記特許文献１に記載の浴
室乾燥機は、排気ファンと給気ファンと熱交換器とを備えているものである。排気ファン
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によって浴室内空気を排出するために排気風路が設けられており、排気風路は室内空気吸
込口から浴室内空気を取り入れて、排気口からダクトを介して建物の外に浴室内空気を排
出するように構成されている。また、給気ファンによって外気を取り入れるために給気風
路が設けられており、給気風路は外気吸込口から外気を取り入れて、室内吹出口から浴室
内に外気を吹き出すように構成されている。
【０００３】
　下記特許文献１に記載の浴室乾燥機において換気運転を行うと、排気ファンと給気ファ
ンとが等しい風量を供給するように回転し、排気風路と給気風路に略同量の空気が流れて
熱交換器において互いに熱交換をしながら、外気は浴室内に取り入れられ浴室内空気は屋
外へ排出される。また、下記特許文献１に記載の浴室乾燥機において乾燥運転を行うと、
初期段階においては換気運転と同じような空気の流れになり、湿った浴室内空気を積極的
に排出し、外気を取り入れることで乾燥を効果的に行うことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１６４１１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、住宅の気密化を背景として、有害物質を積極的に屋外に排出するための一つ
の手段として２４時間換気（常時換気）設備が求められている。上記特許文献１に記載の
浴室乾燥機は、浴室内の空気を換気することに対応しているけれども、浴室外の他室（例
えば、トイレや洗面所）の空気を換気することには対応していない。浴室外の他室の換気
を行うための専用の排気ファンを設けることも考えられるが、排気ダクトを浴室乾燥機と
他室換気用の排気ファンとの双方に設置し接続することが必要になるので、設置施工が面
倒であり改善の余地がある。
【０００６】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、浴室乾燥機として
の基本性能を確保しつつ、他室の常時換気にも対応することができ、設置施工が容易な浴
室乾燥機を提供することにある。
【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浴室乾燥機は、浴室内に連通した循環吸込口か
ら空気を吸い込んで浴室内に連通した循環吹出口から吹き出す循環ファンと、前記循環吹
出口から吹き出される空気を加熱するヒータとを備えた浴室乾燥機において、浴室以外の
他室と連通した他室導入口から空気を吸い込んで外気に連通した排気口から排出する排気
ファンと、この排気ファンの吸込側に連通すると共に、浴室内に連通した排気吸込口から
空気を吸い込むための浴室排気流路と、浴室以外の他室又は外気と連通した給気導入口か
ら空気を吸い込んで、浴室内に送り出すための浴室給気流路と、前記浴室排気流路と前記
浴室給気流路とが交差する領域に設けられ、前記浴室排気流路を流れる浴室内の空気と、
前記浴室給気流路を流れる外気との間で熱交換を行う熱交換器と、を備えることを特徴と
する。
【０００８】
　本発明によれば、循環ファンとヒータとを駆動することで、循環吸込口から吸込んだ浴
室内の空気をヒータで加熱し、循環吹出口から浴室内に吹き出すことができ、浴室内の空
気を循環加熱することが可能となって浴室内の空気の温度を上昇させることができる。
更に排気ファンを駆動することで、排気ファンの吸込側と浴室内に連通した排気吸込口と
を繋ぐ浴室排気流路によって、浴室内の湿った空気を排出することができる。また、浴室
排気流路と浴室給気流路とが交差する領域に熱交換器が設けられていることから、浴室内
の湿った暖かい空気を排出する場合に、その熱を浴室給気流路を流れる空気へ移動させて
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浴室内へ供給することができる。従って、ヒータによって昇温された浴室内の空気の熱を
無駄に屋外へ捨ててしまうことなく、熱のロスを極力抑えながら、浴室内の湿った空気を
排出しつつ浴室内の温度を効果的に高めることができ、浴室内の絶対水蒸気量を下げて乾
燥性能を向上させることができる。
【０００９】
　更に本発明では、排気ファンを、浴室以外の他室と連通した他室導入口から空気を吸い
込んで排気口から屋外に排出するように構成しているので、他室の常時換気に必要な空気
を排気することができる。排気ファンは上述したように、浴室内の空気も排気することが
できるように構成されているので、浴室内に連通した排気吸込口から吸い込んだ浴室内の
空気と、他室導入口から吸い込んだ他室の空気とを、一つの排気口から排気することがで
き、排気ダクトをこの排気口のみに接続することで足りるので、浴室乾燥機の設置施工性
をより向上させることができる。従って上述したような構成により、浴室乾燥機としての
基本性能を確保しつつ、他室の常時換気にも対応することができ、設置施工が容易な浴室
乾燥機を提供することができる。
【００１０】
　また本発明に係る浴室乾燥機では、前記浴室給気流路が、浴室内に連通した給気吹出口
と、この給気吹出口から浴室内に空気を吹き出すための給気ファンとを有していることも
好ましい。この好ましい態様では、給気ファンを駆動することで、浴室給気流路を経由し
て浴室内に供給する空気の量を浴室内から排出される空気の量に合わせて調整することが
容易なものとなり、熱交換効率を高めた乾燥運転が可能となる。
【００１１】
　また本発明に係る浴室乾燥機では、前記浴室給気流路から送り出される空気が前記循環
吸込口側に供給されるように構成されていると共に、前記浴室給気流路から前記循環吸込
口側に供給される空気を調整するための給気ダンパが設けられており、前記給気ダンパを
開いて前記浴室給気流路から送り出される空気が前記循環吸込口側へ供給される状態で前
記循環ファンを駆動することで、前記循環ファンが前記循環吸込口を介した浴室内及び前
記浴室給気流路の両方から空気を吸い込んで前記循環吹出口から吹き出すことも好ましい
。この好ましい態様では、浴室給気流路から送り出される空気を循環吸込口側に供給する
ように構成し、循環ファンを駆動すると循環吸込口を介して浴室内から空気を吸い込むと
共に浴室給気流路からも空気を吸い込むように構成しているので、循環ファンを循環流と
給気流とで共用することができる。従って、浴室乾燥機の構造を簡素なものとし、コンパ
クトな構成とすることができる。また、給気ダンパを閉じれば、浴室給気流路からの空気
流を遮断することができるので、循環流のみによる暖房運転を行うことができる。
【００１２】
　また本発明に係る浴室乾燥機では、前記給気ダンパを開いて前記浴室給気流路から吹き
出される空気が前記循環吸込口側へ供給される状態において、前記循環吸込口の一部が前
記給気ダンパによって閉塞されることも好ましい。この好ましい態様では、給気ダンパに
よって循環吸込口の一部を閉塞することで、循環吸込口と循環ファンとの間の負圧を高め
ることができ、浴室給気流路からの吸引量を増やすことができる。従って、循環ファンを
駆動して循環吸込口を介して浴室内から空気を吸い込むと共に浴室給気流路からも空気を
吸い込む際に、浴室排気流路から排出される排気量に見合った給気量を浴室給気流路から
得ることが可能となり、熱交換効率を高めた乾燥運転が可能である。
【００１３】
　また本発明に係る浴室乾燥機では、前記浴室排気流路には、この浴室排気流路を開閉す
る排気ダンパが設けられていることも好ましい。この好ましい態様では、浴室排気流路を
閉塞する排気ダンパを設けているので、この排気ダンパによって浴室排気流路を閉塞する
と、排気ファンの駆動によって他室導入口から吸い込む空気のみを排気することができる
。従って、例えば入浴時には浴室の換気を止めて、他室の換気のみを行うことができるの
で、入浴者に過度の涼感を与えることなく他室換気を行うことができる。また、例えば暖
房時にも浴室の換気を止めて、他室の換気のみを行うことができるので、暖房効率を下げ
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ることなく他室換気を行うことができる。
【００１４】
　また本発明に係る浴室乾燥機では、前記排気ファンの吸込側と連通すると共に、前記熱
交換器を経由せずに浴室内から空気を吸い込むための第二浴室排気流路と、この第二排気
流路を開閉する第二排気ダンパとを備え、前記第二排気ダンパを開き、前記排気ダンパを
閉じて前記排気ファンを駆動することで、前記熱交換器をバイパスした排気運転を実行す
ることも好ましい。この好ましい態様では、第二排気ダンパを開く一方で排気ダンパを閉
じて排気ファンを駆動することで、熱交換器を介さずにバイパスした排気運転を実行する
ことができるので、圧力損失の高い熱交換機を通さずに浴室内の空気を排気することがで
きる。従って、熱交換器を介した排気に比較して排気ファンの回転数を下げることが可能
となる。更に、熱交換器を通さない排気運転を行うことで、熱交換器内の空気の通過頻度
を下げることができ、熱交換器の埃詰まりを抑制することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、浴室乾燥機としての基本性能を確保しつつ、他室の常時換気にも対応
することができ、設置施工が容易な浴室乾燥機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一実施形態である浴室乾燥機の外観を示す斜視図である。
【図２】本発明の第一実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、乾燥運転の際
の動作を示す図である。
【図３】本発明の第一実施形態である浴室乾燥機の制御的な構成を示すブロック図である
。
【図４】本発明の第一実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、換気運転の際
の動作を示す図である。
【図５】本発明の第一実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、換気単独運転
の際の動作を示す図である。
【図６】本発明の第一実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、暖房運転の際
の動作を示す図である。
【図７】本発明の第二実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、乾燥運転の際
の動作を示す図である。
【図８】本発明の第二実施形態である浴室乾燥機の制御的な構成を示すブロック図である
。
【図９】本発明の第二実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、換気運転の際
の動作を示す図である。
【図１０】本発明の第二実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、換気単独運
転の際の動作を示す図である。
【図１１】本発明の第二実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、暖房運転の
際の動作を示す図である。
【図１２】本発明の第三実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、乾燥運転の
際の動作を示す図である。
【図１３】本発明の第三実施形態である浴室乾燥機の制御的な構成を示すブロック図であ
る。
【図１４】本発明の第三実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、換気運転の
際の動作を示す図である。
【図１５】本発明の第三実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、換気単独運
転の際の動作を示す図である。
【図１６】本発明の第三実施形態である浴室乾燥機の構成を示す図であって、暖房運転の
際の動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。説明の理解を容
易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して
、重複する説明は省略する。
【００１８】
　図１は、本発明の第一実施形態である浴室乾燥機ＤＭの外観を示す斜視図である。浴室
乾燥機ＤＭは、浴室の天井に取り付けられるものであって、乾燥運転、換気運転、換気単
独運転、暖房運転といった各種運転モードを実行することが可能なように構成されている
（各運転モードの詳細については後述する）。図１に示されるように、浴室乾燥機ＤＭは
、循環ユニット１０と排気ユニット２０とによって構成されている。循環ユニット１０に
は、給気導入口Ｉａが設けられている。給気導入口Ｉａは、浴室以外の他室（例えば、洗
面所）又は外気と連通するように施工される空気の導入口である。
【００１９】
　排気ユニット２０には、他室導入口Ｉｂと、他室導入口Ｉｃと、排気口Ｅａとが設けら
れている。他室導入口Ｉｂは、浴室以外の他室（例えば、洗面所）と連通するように施工
される空気の導入口である。他室導入口Ｉｃは、浴室以外の他室であって他室導入口Ｉｂ
が連通されている室とは別の室（例えば、トイレ）と連通するように施工される空気の導
入口である。排気口Ｅａは、外気に連通するように施工される空気の排出口である。
【００２０】
　続いて、図２を参照しながら浴室乾燥機ＤＭの構成について説明する。図２は、浴室乾
燥機ＤＭの構成を示す図であって、乾燥運転の際の動作を示す図である。図２に示される
ように、循環ユニット１０には、熱交換器１０１と、循環ファン１０２と、給気ファン１
０４と、ヒータ１０６と、排気ダンパ１１２とが設けられている。給気導入口Ｉａは浴室
給気流路１１３に連通しており、浴室給気流路１１３は浴室給気流路１１４に繋がってお
り、浴室給気流路１１４の末端には給気吹出口１１１が設けられている。浴室給気流路１
１４には給気ファン１０４が配置されており、給気ファン１０４を駆動すると、給気導入
口Ｉａから空気が吸い込まれ、浴室給気流路１１３，１１４を通って給気吹出口１１１か
ら浴室内へと空気が吹き出される。
【００２１】
　浴室給気流路１１３，１１４と交差するように、浴室排気流路１１５，１１６が設けら
れている。浴室排気流路１１５は、浴室内に連通した排気吸込口１０９から空気を吸い込
むためのものであって、浴室排気流路１１６に繋がっている。浴室排気流路１１６は、排
気連絡口１１０を介して排気ユニット２０に連通している。排気連絡口１１０には排気ダ
ンパ１１２が配置されていて、排気ダンパ１１２を開くと浴室排気流路１１６から排気ユ
ニット２０へ空気が流れ、排気ダンパ１１２を閉じると浴室排気流路１１６から排気ユニ
ット２０への空気の流れが遮断されるように構成されている。
【００２２】
　浴室給気流路１１３，１１４と浴室排気流路１１５，１１６とが交差する領域には熱交
換器１０１が配置されている。熱交換器１０１は、浴室給気流路１１３から流入した空気
を浴室給気流路１１４へ流出させる流路と、浴室排気流路１１５から流入した空気を浴室
排気流路１１６へ流出させる流路とが層状に重なって交差するように形成されている。従
って、浴室給気流路１１３，１１４を流れる空気と浴室排気流路１１５，１１６を流れる
空気との間で熱交換を行うことが可能なように構成されている。
【００２３】
　循環ユニット１０には、循環吸込口１０７と循環吹出口１０８とが設けられている。循
環吸込口１０７と循環吹出口１０８とは浴室循環流路１１７によって繋がれている。浴室
循環流路１１７には循環ファン１０２が配置されており、循環ファン１０２を駆動するこ
とで循環吸込口１０７から浴室内の空気を吸い込んで、循環吹出口１０８から浴室内に吹
き出すように構成されている。循環吹出口１０８にはヒータ１０６が設けられていて、ヒ
ータ１０６に通電することで、循環吹出口１０８から吹き出す空気を暖めることができる
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ように構成されている。
【００２４】
　排気ユニット２０には、排気ファン２０１が設けられている。排気ファン２０１は、排
気流路２０３に設けられている。排気流路２０３は、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃ及び排気連絡
口１１０と、排気口Ｅａとを繋ぐように形成されている。排気ファン２０１が駆動すると
、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃを介して他室から空気が吸い込まれて排気口Ｅａから排出される
。排気連絡口１１０に設けられている排気ダンパ１１２が開いていれば、排気ファン２０
１の駆動によって浴室排気流路１１６から空気が吸い込まれて排気口Ｅａから排出される
。
【００２５】
　図２に示す浴室乾燥機ＤＭは乾燥運転中なので、排気ダンパ１１２は開いた状態で、ヒ
ータ１０６には通電されている。循環ファン１０２、給気ファン１０４、及び排気ファン
２０１はそれぞれ所定の回転数で回転している。その結果、給気導入口Ｉａからは９０ｍ
3／ｈの空気が吸い込まれて浴室給気流路１１３に供給される。浴室給気流路１１３に送
り込まれた空気は熱交換器１０１で熱交換をして熱を受け取った後、浴室給気流路１１４
を経由して給気吹出口１１１から浴室内へと吹き出される。給気吹出口１１１から浴室内
へ吹き出される空気は９０ｍ3／ｈである。循環ファン１０２の駆動によって、循環吸込
口１０７からは１５０ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、ヒータ１０６によって昇温された後
に循環吹出口１０８から浴室内へと吹き出される。循環吹出口１０８から浴室内へ吹き出
される空気は１５０ｍ3／ｈである。排気ファン２０１の駆動によって、排気吸込口１０
９からは９０ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、浴室排気流路１１５，１１６を経由して、排
気流路２０３へと送り込まれる。排気ファン２０１の駆動によってはまた、他室導入口Ｉ
ｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気流路２０３へと送り込まれる。排
気流路２０３に送り込まれた空気は排気ファン２０１によって排気口Ｅａから屋外へと排
出される。排気口Ｅａから屋外へと排出される空気は１９５ｍ3／ｈである。
【００２６】
　図２に示すように、乾燥運転を行うに当たっては、排気ダンパ１１２は開いた状態で、
ヒータ１０６には通電されており、循環ファン１０２、給気ファン１０４、及び排気ファ
ン２０１はそれぞれ所定の回転数で回転していることが必要なので、制御部ＣＵから各部
へ所定の制御信号が出力され、その結果として各部が所定の動作を実行する。浴室乾燥機
ＤＭの制御的な構成を図３に示す。図３に示すように、制御部ＣＵにはリモコンＲＰから
所定の操作信号が入力される。具体的には、リモコンＲＰには浴室乾燥機ＤＭの動作を開
始したり終了したりするスイッチの他に、「乾燥運転」「換気運転」「換気単独運転」「
暖房運転」といった浴室乾燥機ＤＭの運転モードを指定するための操作部が設けられてい
る。制御部ＣＵは、その運転モードを指定する操作がリモコンＲＰになされ、リモコンＲ
Ｐから出力される運転モード指示信号を受信して各部に指示信号を出力する。具体的には
、制御部ＣＵから、循環ファン１０２、給気ファン１０４、排気ファン２０１、及び排気
ダンパ１１２に指示信号が出力され、循環ファン１０２、給気ファン１０４、排気ファン
２０１、及び排気ダンパ１１２はその指示信号に基づいて所定の動作を実行する。
【００２７】
　図４に換気運転の場合の浴室乾燥機ＤＭの状態を示す。換気運転は、浴室及び浴室以外
の他室を換気するものである。図４に示されるように排気ダンパ１１２は開いた状態で、
ヒータ１０６には通電されていない。循環ファン１０２及び給気ファン１０４は停止して
おり、排気ファン２０１は所定の回転数で回転している。その結果、排気ファン２０１の
駆動によって、排気吸込口１０９からは５３ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、浴室排気流路
１１５，１１６を経由して、排気流路２０３へと送り込まれる。排気ファン２０１の駆動
によってはまた、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから５２ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気流路
２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた空気は排気ファン２０１によっ
て排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋外へと排出される空気は１０５
ｍ3／ｈである。
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【００２８】
　図５に換気単独運転の場合の浴室乾燥機ＤＭの状態を示す。換気単独運転は、浴室以外
の他室のみを換気するものである。図５に示されるように排気ダンパ１１２は閉じた状態
で、ヒータ１０６には通電されていない。循環ファン１０２及び給気ファン１０４は停止
しており、排気ファン２０１は所定の回転数で回転している。その結果、排気ファン２０
１の駆動によって、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気
流路２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた空気は排気ファン２０１に
よって排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋外へと排出される空気は１
０５ｍ3／ｈである。
【００２９】
　図６に暖房運転の場合の浴室乾燥機ＤＭの状態を示す。暖房運転は、浴室を暖房しつつ
他室を換気するものである。図６に示されるように排気ダンパ１１２は閉じた状態で、ヒ
ータ１０６に通電されている。循環ファン１０２及び排気ファン２０１は所定の回転数で
回転し、給気ファン１０４は停止している。その結果、排気ファン２０１の駆動によって
、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気流路２０３へと送
り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた空気は排気ファン２０１によって排気口Ｅａ
から屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋外へと排出される空気は１０５ｍ3／ｈであ
る。循環ファン１０２の駆動によって、循環吸込口１０７からは１５０ｍ3／ｈの空気が
吸い込まれ、ヒータ１０６によって昇温された後に循環吹出口１０８から浴室内へと吹き
出される。循環吹出口１０８から浴室内へ吹き出される空気は１５０ｍ3／ｈである。
【００３０】
　続いて、本発明の第二実施形態である浴室乾燥機ＤＭａについて説明する。浴室乾燥機
ＤＭａの外観は浴室乾燥機ＤＭ（図１参照）と略同一であるのでその説明を省略する。浴
室乾燥機ＤＭａの構成を図７に示す。図７は、浴室乾燥機ＤＭａの構成を示す図であって
、乾燥運転の際の動作を示す図である。図７に示されるように、浴室乾燥機ＤＭａの循環
ユニット１０ａには、熱交換器１０１と、循環ファン１０２と、給気ファン１０４と、ヒ
ータ１０６と、排気ダンパ１１２ａとが設けられている。給気導入口Ｉａは浴室給気流路
１１３ａに連通しており、浴室給気流路１１３ａは浴室給気流路１１４に繋がっており、
浴室給気流路１１４の末端には給気吹出口１１１が設けられている。浴室給気流路１１４
には給気ファン１０４が配置されており、給気ファン１０４を駆動すると、給気導入口Ｉ
ａから空気が吸い込まれ、浴室給気流路１１３ａ，１１４を通って給気吹出口１１１から
浴室内へと空気が吹き出される。
【００３１】
　浴室給気流路１１３ａ，１１４と交差するように、浴室排気流路１１５，１１６ａが設
けられている。浴室排気流路１１５は、浴室内に連通した排気吸込口１０９から空気を吸
い込むためのものであって、浴室排気流路１１６ａに繋がっている。浴室排気流路１１６
ａは、排気連絡口１１０を介して排気ユニット２０に連通している。浴室排気流路１１５
には排気ダンパ１１２ａが配置されていて、排気ダンパ１１２ａを開くと浴室排気流路１
１６ａから排気ユニット２０へ空気が流れ、排気ダンパ１１２ａを閉じると浴室排気流路
１１６ａから排気ユニット２０への空気の流れが遮断されるように構成されている。
【００３２】
　浴室給気流路１１３ａ，１１４と浴室排気流路１１５，１１６ａとが交差する領域には
熱交換器１０１が配置されている。熱交換器１０１は、浴室給気流路１１３ａから流入し
た空気を浴室給気流路１１４へ流出させる流路と、浴室排気流路１１５から流入した空気
を浴室排気流路１１６ａへ流出させる流路とが層状に重なって交差するように形成されて
いる。従って、浴室給気流路１１３ａ，１１４を流れる空気と浴室排気流路１１５，１１
６ａを流れる空気との間で熱交換を行うことが可能なように構成されている。
【００３３】
　循環ユニット１０ａには、第二浴室排気流路１１６ｂが形成されている。第二浴室排気
流路１１６ｂの一端は浴室排気流路１１６ａに繋がっており、他端は第二排気吸込口１１
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９に繋がっていて、第二排気吸込口１１９を介して浴室内と連通している。第二浴室排気
流路１１６ｂの第二排気吸込口１１９近傍には、第二排気ダンパ１１８が配置されている
。
【００３４】
　循環ユニット１０ａには、循環吸込口１０７と循環吹出口１０８とが設けられている。
循環吸込口１０７と循環吹出口１０８とは浴室循環流路１１７によって繋がれている。浴
室循環流路１１７には循環ファン１０２が配置されており、循環ファン１０２を駆動する
ことで循環吸込口１０７から浴室内の空気を吸い込んで、循環吹出口１０８から浴室内に
吹き出すように構成されている。循環吹出口１０８にはヒータ１０６が設けられていて、
ヒータ１０６に通電することで、循環吹出口１０８から吹き出す空気を暖めることができ
るように構成されている。
【００３５】
　排気ユニット２０には、排気ファン２０１が設けられている。排気ファン２０１は、排
気流路２０３に設けられている。排気流路２０３は、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃ及び排気連絡
口１１０と、排気口Ｅａとを繋ぐように形成されている。排気ファン２０１が駆動すると
、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃを介して他室から空気が吸い込まれて排気口Ｅａから排出される
。排気ダンパ１１２ａが開いていれば、排気ファン２０１の駆動によって浴室排気流路１
１５から空気が吸い込まれてその下流の浴室排気流路１１６ａを介して排気口Ｅａから排
出される。
【００３６】
　図７に示す浴室乾燥機ＤＭａは乾燥運転中なので、排気ダンパ１１２ａは開いた状態で
、第二排気ダンパ１１８は閉じた状態となっており、ヒータ１０６には通電されている。
循環ファン１０２、給気ファン１０４、及び排気ファン２０１はそれぞれ所定の回転数で
回転している。その結果、給気導入口Ｉａからは９０ｍ3／ｈの空気が吸い込まれて浴室
給気流路１１３ａに供給される。浴室給気流路１１３ａに送り込まれた空気は熱交換器１
０１で熱交換をして熱を受け取った後、浴室給気流路１１４を経由して給気吹出口１１１
から浴室内へと吹き出される。給気吹出口１１１から浴室内へ吹き出される空気は９０ｍ
3／ｈである。循環ファン１０２の駆動によって、循環吸込口１０７からは１５０ｍ3／ｈ
の空気が吸い込まれ、ヒータ１０６によって昇温された後に循環吹出口１０８から浴室内
へと吹き出される。循環吹出口１０８から浴室内へ吹き出される空気は１５０ｍ3／ｈで
ある。排気ファン２０１の駆動によって、排気吸込口１０９からは９０ｍ3／ｈの空気が
吸い込まれ、浴室排気流路１１５，１１６ａを経由して、排気流路２０３へと送り込まれ
る。排気ファン２０１の駆動によってはまた、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈ
の空気が吸い込まれ、排気流路２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた
空気は排気ファン２０１によって排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋
外へと排出される空気は１９５ｍ3／ｈである。
【００３７】
　図７に示すように、乾燥運転を行うに当たっては、排気ダンパ１１２ａは開いた状態で
、ヒータ１０６には通電されており、循環ファン１０２、給気ファン１０４、及び排気フ
ァン２０１はそれぞれ所定の回転数で回転していることが必要なので、制御部ＣＵから各
部へ所定の制御信号が出力され、その結果として各部が所定の動作を実行する。浴室乾燥
機ＤＭａの制御的な構成を図８に示す。図８に示すように、制御部ＣＵにはリモコンＲＰ
から所定の操作信号が入力される。具体的には、リモコンＲＰには浴室乾燥機ＤＭａの動
作を開始したり終了したりするスイッチの他に、「乾燥運転」「換気運転」「換気単独運
転」「暖房運転」といった浴室乾燥機ＤＭａの運転モードを指定するための操作部が設け
られている。制御部ＣＵは、その運転モードを指定する操作がリモコンＲＰになされ、リ
モコンＲＰから出力される運転モード指示信号を受信して各部に指示信号を出力する。具
体的には、制御部ＣＵから、循環ファン１０２、給気ファン１０４、排気ファン２０１、
排気ダンパ１１２ａ、及び第二排気ダンパ１１８に指示信号が出力され、循環ファン１０
２、給気ファン１０４、排気ファン２０１、排気ダンパ１１２ａ、及び第二排気ダンパ１
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１８はその指示信号に基づいて所定の動作を実行する。
【００３８】
　図９に換気運転の場合の浴室乾燥機ＤＭａの状態を示す。換気運転は、浴室及び浴室以
外の他室を換気するものである。図９に示されるように排気ダンパ１１２ａは閉じた状態
で、ヒータ１０６には通電されていない。一方で、第二排気ダンパ１１８は開いており、
循環ファン１０２及び給気ファン１０４は停止し、排気ファン２０１は所定の回転数で回
転している。その結果、排気ファン２０１の駆動によって、第二排気吸込口１１９からは
５３ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、浴室排気流路１１６ｂ，１１６ａを経由して、排気流
路２０３へと送り込まれる。排気ファン２０１の駆動によってはまた、他室導入口Ｉｂ，
Ｉｃから５２ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気流路２０３へと送り込まれる。排気流路
２０３に送り込まれた空気は排気ファン２０１によって排気口Ｅａから屋外へと排出され
る。排気口Ｅａから屋外へと排出される空気は１０５ｍ3／ｈである。
【００３９】
　図１０に換気単独運転の場合の浴室乾燥機ＤＭａの状態を示す。換気単独運転は、浴室
以外の他室のみを換気するものである。図１０に示されるように排気ダンパ１１２ａ及び
第二排気ダンパ１１８は閉じた状態で、ヒータ１０６には通電されていない。循環ファン
１０２及び給気ファン１０４は停止しており、排気ファン２０１は所定の回転数で回転し
ている。その結果、排気ファン２０１の駆動によって、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５
ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気流路２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り
込まれた空気は排気ファン２０１によって排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅ
ａから屋外へと排出される空気は１０５ｍ3／ｈである。
【００４０】
　図１１に暖房運転の場合の浴室乾燥機ＤＭａの状態を示す。暖房運転は、浴室を暖房し
つつ他室を換気するものである。図１１に示されるように排気ダンパ１１２ａ及び第二排
気ダンパ１１８は閉じた状態で、ヒータ１０６に通電されている。循環ファン１０２及び
排気ファン２０１は所定の回転数で回転し、給気ファン１０４は停止している。その結果
、排気ファン２０１の駆動によって、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈの空気が
吸い込まれ、排気流路２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた空気は排
気ファン２０１によって排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋外へと排
出される空気は１０５ｍ3／ｈである。循環ファン１０２の駆動によって、循環吸込口１
０７からは１５０ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、ヒータ１０６によって昇温された後に循
環吹出口１０８から浴室内へと吹き出される。循環吹出口１０８から浴室内へ吹き出され
る空気は１５０ｍ3／ｈである。
【００４１】
　続いて、本発明の第三実施形態である浴室乾燥機ＤＭｂについて説明する。浴室乾燥機
ＤＭｂの外観は浴室乾燥機ＤＭ（図１参照）と略同一であるのでその説明を省略する。浴
室乾燥機ＤＭｂの構成を図１２に示す。図１２は、浴室乾燥機ＤＭｂの構成を示す図であ
って、乾燥運転の際の動作を示す図である。図１２に示されるように、浴室乾燥機ＤＭｂ
の循環ユニット１０ｂには、熱交換器１０１と、循環ファン１０２と、ヒータ１０６と、
排気ダンパ１１２ａとが設けられている。給気導入口Ｉａは浴室給気流路１１３ｂに連通
しており、浴室給気流路１１３ｂは浴室給気流路１１４ｂに繋がっており、浴室給気流路
１１４ｂの末端は循環吸込口１０７と循環ファン１０２との間に繋がれている。また、浴
室給気流路１１４ｂが循環吸込口１０７に臨む末端には、給気ダンパ１２０が配置されて
いる。給気ダンパ１２０を開いて循環ファン１０２を駆動させると、循環吸込口１０７を
介して浴室内の空気を吸い込むと共に、浴室給気流路１１４ｂを介して浴室外の空気を吸
い込む。本実施形態の場合、図のように給気ダンパ１２０を水平状態となるように開くと
、循環吸込口１０７の一部を閉塞するように構成されている。
【００４２】
　浴室給気流路１１３ｂ，１１４ｂと交差するように、浴室排気流路１１５，１１６ｃが
設けられている。浴室排気流路１１５は、浴室内に連通した排気吸込口１０９から空気を
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吸い込むためのものであって、浴室排気流路１１６ｃに繋がっている。浴室排気流路１１
６ｃは、排気連絡口１１０を介して排気ユニット２０に連通している。浴室排気流路１１
５には排気ダンパ１１２ａが配置されていて、排気ダンパ１１２ａを開くと浴室排気流路
１１６ｃから排気ユニット２０へ空気が流れ、排気ダンパ１１２ａを閉じると浴室排気流
路１１６ｃから排気ユニット２０への空気の流れが遮断されるように構成されている。
【００４３】
　浴室給気流路１１３ｃ，１１４ｃと浴室排気流路１１５，１１６ｃとが交差する領域に
は熱交換器１０１が配置されている。熱交換器１０１は、浴室給気流路１１３ｃから流入
した空気を浴室給気流路１１４ｂへ流出させる流路と、浴室排気流路１１５から流入した
空気を浴室排気流路１１６ｃへ流出させる流路とが層状に重なって交差するように形成さ
れている。従って、浴室給気流路１１３ｂ，１１４ｂを流れる空気と浴室排気流路１１５
，１１６ｃを流れる空気との間で熱交換を行うことが可能なように構成されている。
【００４４】
　循環ユニット１０ｂには、第二浴室排気流路１１６ｄが形成されている。第二浴室排気
流路１１６ｄの一端は浴室排気流路１１６ｃに繋がっており、他端は第二排気吸込口１１
９に繋がっていて、第二排気吸込口１１９を介して浴室内と連通している。第二浴室排気
流路１１６ｄの第二排気吸込口１１９近傍には、第二排気ダンパ１１８が配置されている
。
【００４５】
　循環ユニット１０ｂには、循環吸込口１０７と循環吹出口１０８とが設けられている。
循環吸込口１０７と循環吹出口１０８とは浴室循環流路１１７によって繋がれている。浴
室循環流路１１７には循環ファン１０２が配置されており、循環ファン１０２を駆動する
ことで循環吸込口１０７から浴室内の空気を吸い込むと共に浴室給気流路１１３ｂから空
気を吸い込み、浴室給気流路１１４ｂを介して循環吹出口１０８から浴室内に吹き出すよ
うに構成されている。循環吹出口１０８にはヒータ１０６が設けられていて、ヒータ１０
６に通電することで、循環吹出口１０８から吹き出す空気を暖めることができるように構
成されている。
【００４６】
　排気ユニット２０には、排気ファン２０１が設けられている。排気ファン２０１は、排
気流路２０３に設けられている。排気流路２０３は、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃ及び排気連絡
口１１０と、排気口Ｅａとを繋ぐように形成されている。排気ファン２０１が駆動すると
、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃを介して他室から空気が吸い込まれて排気口Ｅａから排出される
。排気ダンパ１１２ａが開いていれば、排気ファン２０１の駆動によって浴室排気流路１
１６ｃから空気が吸い込まれて排気口Ｅａから排出される。
【００４７】
　図１２に示す浴室乾燥機ＤＭｂは乾燥運転中なので、排気ダンパ１１２ａは開いた状態
で、第二排気ダンパ１１８は閉じた状態となっており、ヒータ１０６には通電されている
。循環ファン１０２、及び排気ファン２０１はそれぞれ所定の回転数で回転している。そ
の結果、給気導入口Ｉａからは９０ｍ3／ｈの空気が吸い込まれて浴室給気流路１１３ｂ
に供給される。浴室給気流路１１３ｂに送り込まれた空気は熱交換器１０１で熱交換をし
て熱を受け取った後、浴室給気流路１１４ｂを経由し、更に循環ファン１０２及び浴室循
環流路１１７を経由して循環吹出口１０８から浴室内へと吹き出される。循環吹出口１０
８から浴室内へ吹き出される空気は１５０ｍ3／ｈである。循環ファン１０２の駆動によ
って、循環吸込口１０７からは６０ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、ヒータ１０６によって
昇温された後に循環吹出口１０８から浴室内へと吹き出される。循環吹出口１０８から浴
室内へ吹き出される空気は前述したように１５０ｍ3／ｈである。排気ファン２０１の駆
動によって、排気吸込口１０９からは９０ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、浴室排気流路１
１５，１１６ｃを経由して、排気流路２０３へと送り込まれる。排気ファン２０１の駆動
によってはまた、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気流
路２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた空気は排気ファン２０１によ



(12) JP 2011-69579 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

って排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋外へと排出される空気は１９
５ｍ3／ｈである。
【００４８】
　図１２に示すように、乾燥運転を行うに当たっては、排気ダンパ１１２ａは開いた状態
で、ヒータ１０６には通電されており、循環ファン１０２、及び排気ファン２０１はそれ
ぞれ所定の回転数で回転していることが必要なので、制御部ＣＵから各部へ所定の制御信
号が出力され、その結果として各部が所定の動作を実行する。浴室乾燥機ＤＭｂの制御的
な構成を図１３に示す。図１３に示すように、制御部ＣＵにはリモコンＲＰから所定の操
作信号が入力される。具体的には、リモコンＲＰには浴室乾燥機ＤＭｂの動作を開始した
り終了したりするスイッチの他に、「乾燥運転」「換気運転」「換気単独運転」「暖房運
転」といった浴室乾燥機ＤＭｂの運転モードを指定するための操作部が設けられている。
制御部ＣＵは、その運転モードを指定する操作がリモコンＲＰになされ、リモコンＲＰか
ら出力される運転モード指示信号を受信して各部に指示信号を出力する。具体的には、制
御部ＣＵから、循環ファン１０２、排気ファン２０１、排気ダンパ１１２ａ、及び第二排
気ダンパ１１８に指示信号が出力され、循環ファン１０２、排気ファン２０１、排気ダン
パ１１２ａ、及び第二排気ダンパ１１８はその指示信号に基づいて所定の動作を実行する
。
【００４９】
　図１４に換気運転の場合の浴室乾燥機ＤＭｂの状態を示す。換気運転は、浴室及び浴室
以外の他室を換気するものである。図１４に示されるように排気ダンパ１１２ａは閉じた
状態で、ヒータ１０６には通電されていない。一方で、第二排気ダンパ１１８は開いてお
り、循環ファン１０２は停止し、排気ファン２０１は所定の回転数で回転している。その
結果、排気ファン２０１の駆動によって、第二排気吸込口１１９からは５３ｍ3／ｈの空
気が吸い込まれ、浴室排気流路１１６ｄ，１１６ｃを経由して、排気流路２０３へと送り
込まれる。排気ファン２０１の駆動によってはまた、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから５２ｍ3

／ｈの空気が吸い込まれ、排気流路２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込ま
れた空気は排気ファン２０１によって排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａか
ら屋外へと排出される空気は１０５ｍ3／ｈである。
【００５０】
　図１５に換気単独運転の場合の浴室乾燥機ＤＭｂの状態を示す。換気単独運転は、浴室
以外の他室のみを換気するものである。図１５に示されるように排気ダンパ１１２ａ及び
第二排気ダンパ１１８は閉じた状態で、ヒータ１０６には通電されていない。循環ファン
１０２は停止しており、排気ファン２０１は所定の回転数で回転している。その結果、排
気ファン２０１の駆動によって、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈの空気が吸い
込まれ、排気流路２０３へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた空気は排気フ
ァン２０１によって排気口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋外へと排出さ
れる空気は１０５ｍ3／ｈである。
【００５１】
　図１６に暖房運転の場合の浴室乾燥機ＤＭｂの状態を示す。暖房運転は、浴室を暖房し
つつ他室を換気するものである。図１６に示されるように排気ダンパ１１２ａ及び第二排
気ダンパ１１８は閉じた状態で、ヒータ１０６に通電されている。循環ファン１０２及び
排気ファン２０１は所定の回転数で回転している。その結果、排気ファン２０１の駆動に
よって、他室導入口Ｉｂ，Ｉｃから１０５ｍ3／ｈの空気が吸い込まれ、排気流路２０３
へと送り込まれる。排気流路２０３に送り込まれた空気は排気ファン２０１によって排気
口Ｅａから屋外へと排出される。排気口Ｅａから屋外へと排出される空気は１０５ｍ3／
ｈである。循環ファン１０２の駆動によって、循環吸込口１０７からは１５０ｍ3／ｈの
空気が吸い込まれ、ヒータ１０６によって昇温された後に循環吹出口１０８から浴室内へ
と吹き出される。循環吹出口１０８から浴室内へ吹き出される空気は１５０ｍ3／ｈであ
る。この場合、給気ダンパ１２０は、浴室給気流路１１４ｄを閉じている。
【符号の説明】
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【００５２】
ＤＭ，ＤＭａ，ＤＭｂ：浴室乾燥機
ＣＵ：制御部
Ｉａ：給気導入口
Ｉｂ：他室導入口
Ｉｃ：他室導入口
Ｅａ：排気口
１０：循環ユニット
２０：排気ユニット
１０１：熱交換器
１０２：循環ファン
１０４：給気ファン
１０６：ヒータ
１０７：循環吸込口
１０８：循環吹出口
１０９：排気吸込口
１１０：排気連絡口
１１１：給気吹出口
１１２，１１２ａ：排気ダンパ
１１３，１１３ａ，１１３ｂ：浴室給気流路
１１４，１１４ｂ：浴室給気流路
１１５：浴室排気流路
１１６，１１６ａ，１１６ｃ：浴室排気流路
１１６ｂ：第二浴室排気流路
１１７：浴室循環流路
１１８：第二排気ダンパ
１１９：第二排気吸込口
１２０：給気ダンパ
２０１：排気ファン
２０３：排気流路
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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