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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴室の天井に固定される本体と、表示部を有して前記本体に接続されたコントロールス
イッチと、を備え、
　前記本体は、
　前記浴室の空気を前記本体内に吸い込み前記本体内に吹き出す空気流を発生させる送風
機と、
　前記送風機における空気の流入側に設けられたフィルターと、
　外部電源から前記本体への通電時間を計測する通電時間計測部と、
　前記送風機の運転時間を計測する運転時間計測部と、
　前記通電時間計測部で計測された前記通電時間を積算して積算通電時間を算出し、また
、前記運転時間計測部で計測された前記運転時間を積算して積算運転時間を算出する積算
部と、
　前記積算部で積算された前記積算運転時間と前記積算通電時間とのうちの少なくとも一
方が既定の基準条件に達した場合に、前記表示部に前記フィルターの清掃時期が来た旨を
表示させる制御を行う通知部と、
　を備え、
　前記積算部は、前記送風機の運転モードによって、相対的に風量の多い運転モードの場
合には、相対的に風量の少ない運転モードの場合よりも多い運転時間を積算し、
　前記通知部は、
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　前記積算部で積算された前記積算運転時間が既定の第１基準時間以上である場合に、前
記表示部に前記フィルターの清掃時期が来た旨を表示させる第１制御を行い、
　前記積算部で積算された前記積算運転時間が前記第１基準時間未満であるとともに前記
第１基準時間よりも短い既定の第２基準時間以上であり、且つ前記積算部で積算された前
記積算通電時間が既定の第３基準時間以上である場合に、前記表示部に前記フィルターの
清掃時期が来た旨を表示させる第２制御を行う、
　浴室乾燥機であって、
　２４時間換気に相当する前記相対的に風量の少ない運転モードである弱運転モードを備
え、
　前記通知部は、前記第２制御において、前記弱運転モードでの前記積算運転時間が６カ
月以上となった時点で、前記表示部に前記フィルターの清掃時期が来た旨を表示させるこ
と、
　を特徴とする浴室乾燥機。
【請求項２】
　前記積算部は、
　前記送風機の運転モードが最も風量の少ない弱運転モードである場合は、前記運転時間
計測部で計測された運転時間を積算し、
　前記送風機の運転モードが前記弱運転モードよりも風量の多い他の運転モードである場
合には、前記弱運転モードと前記他の運転モードとの前記送風機の風量比に基づいて決定
される上乗せ運転時間を、前記運転時間計測部で計測された運転時間に上乗せして前記運
転時間を積算すること、
　を特徴とする請求項１に記載の浴室乾燥機。
【請求項３】
　前記積算部は、
　前記送風機の運転モードが最も風量の少ない弱運転モードである場合は、前記運転時間
計測部で計測された運転時間を積算し、
　前記送風機の運転モードが前記弱運転モードよりも風量の多い他の運転モードである場
合には、前記コントロールスイッチから設定される上乗せ運転時間を、前記運転時間計測
部で計測された運転時間に上乗せして前記運転時間を積算すること、
　を特徴とする請求項１に記載の浴室乾燥機。
【請求項４】
　前記第１基準時間、前記第２基準時間および前記第３基準時間は、前記コントロールス
イッチから変更可能であること、
　を特徴とする請求項１から３のいずれか１つ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、浴室に設置されて風路にフィルターを有する浴室乾燥機に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、浴室乾燥機においては、製品内部への埃の吸い込みを防止するためにフィルター
が使用されている。そして、浴室乾燥機では、一定時間運転した段階で、定期的なフィル
ターのメンテナンスをユーザーに促すためのメンテナンスサインの表示が行われている。
浴室乾燥機は、浴室の暖房を行う暖房機能、浴室の空気を乾燥させる乾燥機能、および浴
室の空気の換気を行う換気機能を有しており、建築基準法に対応した２４時間換気機能も
備えている。
【０００３】
　２４時間換気運転が建築基準法において義務付けられていることから、ファンの強弱に
よらず、２４時間換気運転で使用するファンの弱運転モードでの運転時間の積算時間を基
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準としたメンテナンスサインの表示が行われている。ただし、戸建住宅では、各部屋の個
別換気または熱交換タイプの全館換気といった他の換気方式が採用される場合もあり、必
ずしも２４時間換気運転が使用されるわけではない。このため、浴室乾燥機では、ファン
の強弱によらず、通電時間の積算時間をメンテナンスサインの表示に用いることも検討さ
れている。
【０００４】
　特許文献１には、検知回路において電源の通電が検知された場合に、通電時間を積算手
段によって積算し、定期的に積算した通電時間を記憶手段に書き込み記憶するとともに、
記憶手段に記憶された通電時間をユーザーに知らせる構成とされた浴室換気乾燥機が開示
されている。特許文献１の浴室換気乾燥機によれば、ユーザーが、積算された制御基板へ
の通電時間によって使用時間を把握し、製品の使用状況を確認し、適切なメンテナンスを
行うことによって、発煙の発生を未然に防止することができる。
【０００５】
　一方で、フィルターは、浴室換気乾燥機の使用時におけるファンの強弱による風量の差
によって汚れ方が異なる。すなわち、フィルターは、ユーザーの浴室換気乾燥機の使用条
件によって汚れ方が異なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１２１７８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１の技術によってフィルターのメンテナンスを実施しよう
とした場合には、ファンの強弱による風量の差が加味されず、フィルターの汚れ具合に関
係なくメンテナンスサインの表示がされることになる。
【０００８】
　そして、使用方法によっては、実際のメンテナンスサインの表示時期が、メンテナンス
サインの適切な表示時期に対して遅れが発生することがある、といった問題があった。そ
して、ユーザーは、適切なメンテナンス時期を過ぎてからフィルターのメンテナンスを行
うことになる。メンテナンス時期の遅れは、風量低下に伴う出力低下による暖房能力の不
満または製品の故障などの原因となる可能性が考えられる。
【０００９】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザーの使用条件に対応した適切な
時期にフィルターのメンテナンスサインを通知させることのできる浴室乾燥機を得ること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる浴室乾燥機は、浴室の
天井に固定される本体と、表示部を有して本体に接続されたコントロールスイッチと、を
備える。本体は、浴室の空気を本体内に吸い込み本体内に吹き出す空気流を発生させる送
風機と、送風機における空気の流入側に設けられたフィルターと、外部電源から本体への
通電時間を計測する通電時間計測部と、送風機の運転時間を計測する運転時間計測部と、
を備える。また、本体は、通電時間計測部で計測された通電時間を積算して積算通電時間
を算出し、また、運転時間計測部で計測された運転時間を積算して積算運転時間を算出す
る積算部と、積算部で積算された積算運転時間と積算通電時間とのうちの少なくとも一方
が既定の基準条件に達した場合に、表示部にフィルターの清掃時期が来た旨を表示させる
制御を行う通知部と、を備える。積算部は、送風機の運転モードによって、相対的に風量
の多い運転モードの場合には、相対的に風量の少ない運転モードの場合よりも多い運転時
間を積算する。通知部は、積算部で積算された積算運転時間が既定の第１基準時間以上で
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ある場合に、表示部にフィルターの清掃時期が来た旨を表示させる第１制御を行い、積算
部で積算された積算運転時間が第１基準時間未満であるとともに第１基準時間よりも短い
既定の第２基準時間以上であり、且つ積算部で積算された積算通電時間が既定の第３基準
時間以上である場合に、表示部にフィルターの清掃時期が来た旨を表示させる第２制御を
行う。浴室乾燥機は、２４時間換気に相当する相対的に風量の少ない運転モードである弱
運転モードを備える。通知部は、第２制御において、弱運転モードでの積算運転時間が６
カ月以上となった時点で、表示部にフィルターの清掃時期が来た旨を表示させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にかかる浴室乾燥機は、ユーザーの使用条件に対応した適切な時期にフィルター
のメンテナンスサインを通知させることができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機の本体の構成を示す断面図
【図２】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機の設置例を示す模式図
【図３】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機を浴室側となる下側から見た外観を示
す斜視図
【図４】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機の機能構成を示す図
【図５】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機における積算処理に関する条件を示し
た図
【図６】本発明の実施の形態１における処理回路のハードウェア構成の一例を示す図
【図７】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機のコントロールスイッチの正面図
【図８】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機におけるフィルターメンテナンスサイ
ンの表示動作の手順を示すフローチャート
【図９】本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機の積算部におけるフィルター積算時間
の積算方法の手順を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の実施の形態にかかる浴室乾燥機を図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１４】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００の本体２１の構成を示す断面
図である。図２は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００の設置例を示す模式
図である。図３は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００を浴室５２側となる
下側から見た外観を示す斜視図である。
【００１５】
　本実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００は、浴室５２の天井面５３に設置される天井
据付型の浴室乾燥機である。浴室乾燥機１００は、浴室５２に温風を送風する暖房運転と
、浴室５２の空気を屋外に排出する換気運転と、浴室５２への温風の送風および浴室５２
内の空気の排出を同時に行う乾燥運転を有する。
【００１６】
　浴室乾燥機１００は、通信線２３によって通信可能に接続された本体２１とコントロー
ルスイッチ２２とを備える。本体２１は、浴室５２内の天井に設置された本体ケース１の
内部に、送風機であるシロッコファン２と、シロッコファン２の駆動源であるファンモー
タ７とを備える。本体ケース１は、浴室５２の空気を本体ケース１内へ取り入れるための
吸気口１０と、シロッコファン２から吹き出される空気を浴室５２内に吹き出す循環吹き
出し口８とが、浴室５２側となる下部に設けられている。ファンモータ７によりシロッコ
ファン２を回転させることによって、吸気口１０から浴室５２の空気を本体ケース１内に
吸い込み、本体ケース１内に吹き出す空気流を発生させて、換気風および循環風が作られ
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る。
【００１７】
　本体ケース１は、シロッコファン２により送られた風を第１の吹き出し口である循環吹
き出し口８へ進行させる第１の風路と、シロッコファン２により送られた風を第２の吹き
出し口である排気口５へ進行させる第２の風路とが内部に構成されている。排気口５は、
本体ケース１の側面に設けられており、屋外に連通した排気ダクト５１へ接続されている
。
【００１８】
　また、浴室乾燥機１００は、シロッコファン２から送風される空気を分岐させて本体ケ
ース１の内部の風路の変更を行うためのダンパー３を、排気口５および循環吹き出し口８
の上流側に備える。ダンパー３は、図示しない電動機を用いて開度が調整されることによ
り、第１の風路の開度と第２の風路の開度とを調整する。
【００１９】
　また、浴室乾燥機１００は、第１の風路を通って循環吹き出し口８から吹き出される循
環風を加熱するヒーター４と、シロッコファン２に吸い込まれる空気中の埃を取り除くフ
ィルター６とを備える。ヒーター４は、本体ケース１の内部における循環吹き出し口８の
上部に配置されている。フィルター６は、シロッコファン２における空気の流入側である
、シロッコファン２と吸気口１０との間に配置されている。
【００２０】
　浴室乾燥機１００における浴室５２側となる下側は、意匠パネル１１で覆われている。
意匠パネル１１における循環吹き出し口８の下側には、循環吹き出し口８から吹き出され
た空気を浴室５２内に吹き出すための循環吹き出し口１２が設けられている。
【００２１】
　ファンモータ７の上側には、浴室乾燥機１００の制御および電源に関わる構成部が制御
基板９に配置されている。図４は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００の機
能構成を示す図である。
【００２２】
　浴室乾燥機１００は、電源に関わる構成部として、電源部３１を備える。電源部３１は
、外部電源５４である商用交流電源と電源線５６により接続されている。電源部３１は、
外部電源５４からブレーカ５５を経由して供給される交流電源から、浴室乾燥機１００の
各構成部を動作させるための制御電源を生成し、浴室乾燥機１００の本体２１の各部に制
御電源を供給する。なお、図４においては、電源部３１と各構成部を接続する一部の電源
線の図示を省略している。
【００２３】
　浴室乾燥機１００は、浴室乾燥機１００の制御に関わる構成部として、本体２１へ通電
されている通電時間を計測する通電時間計測部３２と、浴室乾燥機１００の全体の制御を
行う制御部である第１制御部３３と、シロッコファン２の実際の運転時間を計測する運転
時間計測部３４と、通電時間計測部３２における計測値を積算して積算通電時間を算出す
るとともに運転時間計測部３４における計測値を積算して積算運転時間を算出する積算部
３５と、を備える。
【００２４】
　また、浴室乾燥機１００は、浴室乾燥機１００の制御に関わる構成部として、積算部３
５で積算された積算通電時間と積算運転時間とを記憶する第１記憶部３６と、第１記憶部
３６に記憶された積算通電時間および積算運転時間に基づいてフィルターメンテナンスサ
インを表示させる制御を行う通知部３７と、コントロールスイッチ２２の第２通信部４１
との間で双方向通信を行う第１通信部３８と、を備える。
【００２５】
　第１制御部３３は、シロッコファン２の運転の制御を含む、浴室乾燥機１００内の全体
の制御を行う。第１制御部３３は、コントロールスイッチ２２から送信された浴室乾燥機
１００の運転の指示情報に従ってシロッコファン２を制御する。
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【００２６】
　通電時間計測部３２は、浴室乾燥機１００の電源がオンにされて外部電源５４から浴室
乾燥機１００の本体２１へ通電されている通電時間、すなわち第１制御部３３に通電され
ている通電時間を計測して積算部３５に送信する。通電時間計測部３２は、第１制御部３
３への通電中において既定の周期で定期的に通電時間を積算部３５に送信する。浴室乾燥
機１００の電源がオンにされている状態は、ブレーカ５５がオンにされている状態である
。
【００２７】
　通電時間計測部３２は、浴室乾燥機１００の本体２１への通電、すなわち第１制御部３
３への通電を検出する電圧計と、電圧計が浴室乾燥機１００への通電を検出している時間
を計測可能な時間計測器とを組み合わせて構成でき、また、通電時間計測部３２には、一
般的な通電時間計測用タイマーを用いてもよい。時間計測器は、マイクロコンピュータに
内蔵されたタイマー機能またはタイマー装置といったものが使用される。なお、通電時間
計測部３２の構成は、上記の構成に限定されない。
【００２８】
　運転時間計測部３４は、シロッコファン２の実際の運転時間である実運転時間を計測し
て積算部３５に送信する。運転時間計測部３４は、シロッコファン２の運転中において既
定の周期で定期的に実運転時間を積算部３５に送信する。
【００２９】
　運転時間計測部３４は、シロッコファン２の運転制御情報を第１制御部３３から取得す
ることで、シロッコファン２の実運転時間を計測することができる。シロッコファン２の
運転制御情報には、たとえばシロッコファン２の運転開始時刻と、シロッコファン２の運
転終了時刻と、シロッコファン２の運転モードが含まれる。シロッコファン２の運転開始
時刻は、第１制御部３３におけるシロッコファン２の運転制御の開始時刻によって得られ
る。シロッコファン２の運転終了時刻は、第１制御部３３におけるシロッコファン２の運
転制御の終了時刻によって得られる。
【００３０】
　また、通電時間計測部３２と同様に、シロッコファン２への通電を検出する電圧計と、
電圧計がシロッコファン２への通電を検出している時間を計測可能な時間計測器とによっ
てシロッコファン２の実運転時間を計測することも可能である。
【００３１】
　積算部３５は、通電時間計測部３２で計測された通電時間を積算して積算通電時間を算
出し、第１記憶部３６に送信して記憶させる。また、積算部３５は、運転時間計測部３４
で計測された実運転時間を、シロッコファン２の運転モードに対応した重み付けを行って
積算して積算運転時間を算出し、第１記憶部３６に送信して記憶させる。積算部３５は、
シロッコファン２の運転中において既定の周期で定期的に、積算した積算運転時間を第１
記憶部３６に送信して記憶させる。積算部３５は、第１記憶部３６に記憶させた最新の積
算通電時間および積算運転時間を読み出して、次回の積算処理に用いる。また、積算部３
５は、積算した積算通電時間および積算した積算運転時間を第１記憶部３６に記憶させる
とともに、最新の積算通電時間および積算運転時間を保持して、次回の積算処理に用いる
ことも可能である。
【００３２】
　積算部３５は、シロッコファン２の運転モードの強度によって、積算する運転時間に重
み付けを行い、運転時間計測部３４で計測された運転時間の積算方法を異ならせる。すな
わち、積算部３５は、運転時間計測部３４で計測された運転時間の積算において、相対的
に風量の多い運転モードの場合には、相対的に風量の少ない運転モードの場合よりも多い
運転時間を、積算運転時間に加えて、運転時間の積算を行う。積算部３５は、第１制御部
３３の保持している浴室乾燥機１００の運転の指示情報を取得することで、シロッコファ
ン２の運転モードを判定できる。
【００３３】
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　積算部３５は、シロッコファン２の運転モードが、最も風量の少ない弱運転モードであ
る場合は、運転時間計測部３４で計測された実運転時間をそのまま積算運転時間に加えて
運転時間の積算を行う。
【００３４】
　一方、積算部３５は、シロッコファン２の運転モードが弱運転モードよりも風量の多い
他の運転モードである場合には、弱運転モードと他の運転モードとのシロッコファン２の
風量比に基づいて、実運転時間に運転時間を上乗せして運転時間の積算を行う。すなわち
、積算部３５は、シロッコファン２の運転モードが弱運転モードよりも風量の多い他の運
転モードである場合には、弱運転モードと他の運転モードとのシロッコファン２の風量比
に基づいて決定される上乗せ運転時間を実運転時間に加えて、運転時間の積算を行う。
【００３５】
　図５は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００における積算処理に関する条
件を示した図である。図５では、浴室乾燥機１００の運転時におけるシロッコファン２の
運転強度が強運転モードである場合の風量の、弱運転モードである場合の風量に対する風
量比が２倍である場合における、フィルター積算時間の積算の有無を分類して示している
。ここでは、シロッコファン２の運転モードの強度によってシロッコファン２の運転時間
に重み付けを行って積算した、シロッコファン２の積算運転時間をフィルター積算時間と
呼ぶ。また、シロッコファン２の運転強度が強運転の場合の風量を大風量、弱運転の場合
の風量を小風量とすると、大風量は小風量の２倍の風量である。図５に示すような積算処
理に関する条件は、あらかじめ決定されて積算部３５に記憶されている。
【００３６】
　運転時間計測部３４は、風がフィルター６を通過するシロッコファン２の運転時のみ、
シロッコファン２の運転時間を計測して、積算部３５に送信する。すなわち、運転時間計
測部３４は、浴室乾燥機１００の電源がオンであっても、待機している状態および運転停
止時には、シロッコファン２の運転時間の計測は行わない。
【００３７】
　したがって、積算部３５は、風がフィルター６を通過するシロッコファン２の運転時の
み、フィルター積算時間を積算する。そして、積算部３５は、浴室乾燥機１００の電源が
オンであっても、待機している状態および運転停止時には、フィルター積算時間の積算は
行わない。
【００３８】
　また、積算部３５は、シロッコファン２の運転モードが強運転モードの場合には、シロ
ッコファン２の実際の運転時間である実運転時間の２倍の時間をフィルター積算時間とし
て積算して第１記憶部３６に記憶させる。すなわち、積算部３５は、シロッコファン２の
送風の風量が大風量である場合には、シロッコファン２の実際の運転時間である実運転時
間の２倍の時間をフィルター積算時間として積算する。シロッコファン２の運転モードが
強運転モードの場合は、フィルター６を通る風の風量は弱運転モードの場合よりも多くな
り、フィルター６は汚れやすい。したがって、フィルター積算時間に積算する運転時間に
重み付けをして、加算する運転時間を増やす。
【００３９】
　一方、積算部３５は、シロッコファン２の運転モードが弱運転モードの場合には、シロ
ッコファン２の実運転時間をそのままフィルター積算時間に積算して第１記憶部３６に記
憶させる。すなわち、積算部３５は、シロッコファン２の送風の風量が小風量である場合
には、シロッコファン２の実運転時間をそのままフィルター積算時間に積算する。
【００４０】
　また、通電時間計測部３２は、浴室乾燥機１００の電源がオンにされて浴室乾燥機１０
０に通電されている状態では、すなわち第１制御部３３に通電されている状態では、常に
通電時間を計測して積算部３５に送信する。積算部３５は、通電の積算時間においては、
シロッコファン２の運転モードによる重み付けは行わない。したがって、積算部３５は、
浴室乾燥機１００の電源がオンにされて浴室乾燥機１００に通電されている時間を、その
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まま通電の積算時間として積算する。
【００４１】
　また、シロッコファン２の運転モードが弱運転モードよりも風量の多い他の運転モード
である場合には、コントロールスイッチ２２から設定される上乗せ運転時間を、運転時間
計測部３４で計測された運転時間に上乗せして積算運転時間を積算してもよい。
【００４２】
　また、浴室乾燥機１００の電源がオフにされている状態では、通電時間計測部３２およ
び運転時間計測部３４は共に計測を行わないため、積算部３５も積算通電時間およびフィ
ルター積算時間の積算処理は行わない。浴室乾燥機１００の電源がオフにされている状態
は、ブレーカ５５がオフにされている状態である。なお、図５に示したフィルター積算時
間の積算方法は一例であり、より多くの運転モードを設定してもよく、フィルター積算時
間を積算する際の運転時間の重み付け方法を変えてもよい。
【００４３】
　第１記憶部３６は、積算部３５から送信された積算通電時間と積算運転時間とを記憶す
る。第１記憶部３６は、浴室乾燥機１００への通電が断電された場合でも、記憶された情
報が消去されないように、不揮発性の記憶装置が使用される。
【００４４】
　通知部３７は、積算部３５において積算された積算通電時間または積算運転時間の少な
くとも一方が既定の基準条件に達した場合に、フィルター６の清掃時期が来た旨の通知で
あるフィルターメンテナンスサインを、後述するコントロールスイッチ２２の表示部４３
に表示させる制御を行う。
【００４５】
　通知部３７は、シロッコファン２の使用時間からフィルター６のメンテナンスが必要か
否かを判定する条件として、以下の第１条件を用いる。第１条件は、「シロッコファン２
の積算運転時間が既定の第１基準時間である積算時間Ａ以上である」ことである。第１基
準時間は、シロッコファン２の使用時間からフィルター６のメンテナンスが必要か否かを
判定するための基準となる積算運転時間の閾値である。
【００４６】
　また、通知部３７は、シロッコファン２の使用頻度は低いが、本体２１への通電時間が
長いことから浴室乾燥機１００の設置から一定の期間が経過しているためフィルター６の
メンテナンスが必要であるか否かを判定する条件として、以下の第２条件を用いる。第２
条件は、「シロッコファン２の積算運転時間が既定の第１基準時間である積算時間Ａ未満
であるが第１基準時間よりも短い既定の第２基準時間である積算時間Ｂ以上であり、且つ
積算通電時間が既定の第３基準時間である積算時間Ｃ以上である」ことである。第２基準
時間は、シロッコファン２の使用頻度は低いが本体２１への通電時間が長い場合の、フィ
ルター６のメンテナンスが必要か否かを判定するための基準となる積算運転時間の閾値で
ある。第３基準時間は、シロッコファン２の使用頻度は低いが本体２１への通電時間が長
い場合の、フィルター６のメンテナンスが必要か否かを判定するための基準となる積算通
電時間の閾値である。なお、「シロッコファン２の使用頻度は低いが、本体２１への通電
時間が長い場合」には、「本体２１への通電時間が長いが、浴室乾燥機１００が一度も運
転されていない場合」も含まれる。すなわち、「シロッコファン２の使用頻度は低い場合
」には、上記の積算時間Ｂが０である場合も含まれる。
【００４７】
　すなわち、通知部３７は、シロッコファン２の積算運転時間が既定の第１基準時間以上
である場合に、表示部４３にフィルターメンテナンスサインを表示させる制御を行う。ま
た、通知部３７は、シロッコファン２の積算運転時間が既定の第１基準時間未満であるが
第１基準時間よりも短い既定の第２基準時間以上であり、且つ積算通電時間が既定の第３
基準時間以上である場合に、表示部４３にフィルターメンテナンスサインを表示させる制
御を行う。
【００４８】
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　通知部３７が上記の２つの条件を用いてフィルター６のメンテナンスが必要か否かの判
定を行うことにより、使用開始からたとえば６ヶ月でフィルターメンテナンスサインを確
実に点灯させることができ、ユーザーに定期的なフィルター６のメンテナンスを促すこと
ができる。
【００４９】
　第１通信部３８は、コントロールスイッチ２２と通信線２３により接続されており、通
信線２３を介してコントロールスイッチ２２の第２通信部４１との間で通信を行って情報
の送受信を行う。
【００５０】
　第１制御部３３は、例えば、図６に示したハードウェア構成の処理回路として実現され
る。図６は、本発明の実施の形態１における処理回路のハードウェア構成の一例を示す図
である。第１制御部３３が図６に示す処理回路により実現される場合、第１制御部３３は
、プロセッサ１０１がメモリ１０２に記憶されたプログラムを実行することにより、実現
される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよ
い。また、第１制御部３３の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロ
セッサ１０１およびメモリ１０２を用いて実現するようにしてもよい。
【００５１】
　また、運転時間計測部３４と積算部３５と通知部３７と第１通信部３８との各々を、同
様にプロセッサ１０１がメモリ１０２に記憶されたプログラムを実行することにより、実
現されるように構成してもよい。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して
運転時間計測部３４と積算部３５と通知部３７と第１通信部３８との各々の機能を実現し
てもよい。また、運転時間計測部３４と積算部３５と通知部３７と第１通信部３８との各
々の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ１０１およびメモ
リ１０２を用いて実現するようにしてもよい。
【００５２】
　また、運転時間計測部３４と積算部３５と通知部３７と第１通信部３８とのうちの１つ
の構成部を実現するためのプロセッサおよびメモリは、第１制御部３３と運転時間計測部
３４と積算部３５と通知部３７と第１通信部３８とのうちの他の構成部を実現するプロセ
ッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい
。
【００５３】
　図７は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００のコントロールスイッチ２２
の正面図である。浴室乾燥機１００は、通信線２３を介して制御基板９に接続されたコン
トロールスイッチ２２を有する。コントロールスイッチ２２は、運転モード、運転強度、
タイマーといった浴室乾燥機１００の運転に関する各種の運転指令を受け付けて、本体２
１に対して送信する。コントロールスイッチ２２は、主たる構成として、通信線２３を介
して本体２１との間で通信を行って情報の送受信を行う第２通信部４１と、設定操作を受
け付ける操作部４２と、浴室乾燥機１００の運転状態およびフィルター６の清掃時期が来
た旨のフィルターメンテナンスサインといった各種情報を表示する表示部４３と、第１記
憶部３６に記憶された積算通電時間と積算運転時間とを記憶する第２記憶部４４と、コン
トロールスイッチ２２の動作を制御する第２制御部４５と、を有している。第２通信部４
１と操作部４２と表示部４３と第２記憶部４４と第２制御部４５とは、互いに情報を送受
信可能とされている。
【００５４】
　第２通信部４１は、第１通信部３８との間で双方向通信を行う。第２通信部４１は、浴
室乾燥機１００の運転を遠隔制御するための、運転の指示情報を第２制御部４５から受信
する。第２通信部４１は、受信した指示情報を浴室乾燥機１００の第１通信部３８に送信
する。また、第２通信部４１は、浴室乾燥機１００の第１通信部３８から各種情報を受信
する。第２通信部４１は、受信した情報を第２制御部４５に送信する。
【００５５】
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　操作部４２は、浴室乾燥機１００の運転を遠隔制御するためのインタフェースであり、
ユーザーから浴室乾燥機１００の運転についての指示を受け付ける。操作部４２では、浴
室乾燥機１００の運転開始、浴室乾燥機１００の運転停止、浴室乾燥機１００の運転モー
ドの選択、運転強度の設定、タイマーの設定、フィルターメンテナンスサインの表示解除
といった、浴室乾燥機１００における運転に係わる様々な機能をユーザーが任意に選択で
きるように構成されている。操作部４２は、受け付けた各種情報を第２制御部４５に送信
する。コントロールスイッチ２２は、図７に示すように、各種の操作部４２である操作ボ
タン４６を備える。
【００５６】
　表示部４３は、操作部４２が受け付けた各種情報、およびフィルターメンテナンスサイ
ンといった各種情報を表示してユーザーに通知する。コントロールスイッチ２２は、図７
に示すように、各種の表示部４３である表示ランプ４７を備える。そして、コントロール
スイッチ２２は、図７に示すように、フィルターメンテナンスサインを表示するメンテナ
ンスサイン表示ランプ４８を有する。フィルターメンテナンスサインは、リセットボタン
４９を３秒以上長押しすることでリセットすることが可能であり、繰り返し使用すること
が可能である。なお、表示部４３は、コントロールスイッチ２２以外の場所に、別途設け
られてもよい。
【００５７】
　第２記憶部４４は、浴室乾燥機１００への通電が断電された場合でも、記憶された情報
が消去されないように、不揮発性の記憶装置が使用される。
【００５８】
　第２制御部４５は、操作部４２から受信した指示情報に基づいてコントロールスイッチ
２２の動作を制御する。第２制御部４５は、操作部４２から受信した情報を、第２通信部
４１を介して浴室乾燥機１００の第１通信部３８に送信する。また、第２制御部４５は、
各種情報を表示部４３に表示させる制御を行う。第２制御部４５は、コントロールスイッ
チ２２の制御に関する情報および第１記憶部３６に記憶された情報を第２記憶部４４に記
憶させる制御を行う。
【００５９】
　第２制御部４５は、例えば、図６に示したハードウェア構成の処理回路として実現され
る。第２制御部４５が図６に示す処理回路により実現される場合、第２制御部４５は、プ
ロセッサ１０１がメモリ１０２に記憶されたプログラムを実行することにより、実現され
る。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。
また、第２制御部４５の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッ
サ１０１およびメモリ１０２を用いて実現するようにしてもよい。
【００６０】
　また、第２通信部４１を、同様にプロセッサ１０１がメモリ１０２に記憶されたプログ
ラムを実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、複数のプロセッサ
および複数のメモリが連携して第２通信部４１の機能を実現してもよい。また、第２通信
部４１の各々の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ１０１
およびメモリ１０２を用いて実現するようにしてもよい。また、第２通信部４１を実現す
るためのプロセッサおよびメモリは、第２制御部４５を実現するプロセッサおよびメモリ
と同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
【００６１】
　浴室乾燥機１００を浴室５２の天井面５３に配設する際には、図２に示すように、浴室
５２の天井面５３に設けられた図示しない開口に本体ケース１が浴室５２側から挿入され
、本体ケース１の下面の外周に設けられたフランジ１ａが天井面５３に押し当てられるこ
とで、天井面５３と平行に配置される。そして、フランジ１ａが浴室５２の天井面５３に
ねじ締結されることで、本体ケース１が天井面５３に固定される。そして、排気口５が、
天井裏に設けられた排気ダクト５１に接続される。また、制御基板９は、脱衣室の壁に設
置されたコントロールスイッチ２２と通信線２３によって接続される。
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【００６２】
　つぎに、浴室乾燥機１００におけるフィルターメンテナンスサインの表示動作について
説明する。図８は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００におけるフィルター
メンテナンスサインの表示動作の手順を示すフローチャートである。
【００６３】
　まず、浴室乾燥機１００の電源がオンにされて外部電源５４から本体２１への通電が開
始されると、通電時間計測部３２が通電時間を計測して、定期的に積算部３５に送信する
。また、運転時間計測部３４がシロッコファン２の運転時間を計測して、定期的に積算部
３５に送信する。
【００６４】
　つぎに、積算部３５は、ステップＳ１０において、第１記憶部３６に記憶された積算通
電時間を取得し、通電時間計測部３２から送信された通電時間を積算して最新の積算通電
時間を算出する。また、積算部３５は、第１記憶部３６に記憶されたフィルター積算時間
を取得して、運転時間計測部３４から送信された運転時間を積算して最新のフィルター積
算時間を算出する。積算部３５は、上述したように、運転時間計測部３４で計測された運
転時間に対して、シロッコファン２の運転モードに対応した重み付けを行ってフィルター
積算時間を積算する。
【００６５】
　つぎに、ステップＳ２０において、通知部３７は、上述した第１条件を用いて、シロッ
コファン２の使用時間からフィルター６のメンテナンスが必要か否かを判定する。すなわ
ち、通知部３７は、シロッコファン２のフィルター積算時間が既定の第１基準時間である
積算時間Ａ以上であるか否かを判定する。
【００６６】
　フィルター積算時間が積算時間Ａ以上である場合、すなわちステップＳ２０においてＹ
ｅｓの場合は、ステップＳ３０において通知部３７は、コントロールスイッチ２２の表示
部４３にフィルターメンテナンスサインを表示させる指令を出す。表示部４３は、フィル
ターメンテナンスサインを点灯する。
【００６７】
　フィルター積算時間が積算時間Ａ以上でない場合、すなわちステップＳ２０においてＮ
ｏの場合は、通知部３７は、上述した第２条件を用いて、シロッコファン２の使用頻度は
低いが、本体２１への通電時間が長いことから浴室乾燥機１００の設置から一定の期間が
経過しているためフィルター６のメンテナンスが必要であるか否かを判定する。すなわち
、通知部３７は、ステップＳ４０において、「シロッコファン２のフィルター積算時間が
既定の第２基準時間である積算時間Ｂ以上であり、且つ積算通電時間が既定の第３基準時
間である積算時間Ｃ以上である」という条件を満たすか否かを判定する。
【００６８】
　「フィルター積算時間が積算時間Ｂ以上であり、且つ積算通電時間が既定の第３基準時
間である積算時間Ｃ以上である」という条件を満たさない場合、すなわちステップＳ４０
においてＮｏの場合は、通知部３７はステップＳ１０に戻る。
【００６９】
　「フィルター積算時間が積算時間Ｂ以上であり、且つ積算通電時間が既定の第３基準時
間である積算時間Ｃ以上である」という条件を満たす場合、すなわちステップＳ４０にお
いてＹｅｓの場合は、ステップＳ３０において通知部３７は、コントロールスイッチ２２
の表示部４３にフィルターメンテナンスサインを表示させる指令を出す。表示部４３は、
フィルターメンテナンスサインを点灯する。
【００７０】
　つぎに、上述したステップＳ１０での積算部３５におけるフィルター積算時間の積算方
法について説明する。図９は、本発明の実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００の積算部
３５におけるフィルター積算時間の積算方法の手順を示すフローチャートである。
【００７１】
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　ステップＳ１１０において、積算部３５は、シロッコファン２の運転モードが弱運転モ
ードであるか否かを判定する。
【００７２】
　シロッコファン２の運転モードが弱運転モードである場合、すなわちステップＳ１１０
においてＹｅｓの場合は、ステップＳ１２０において積算部３５は、第１記憶部３６から
取得したフィルター積算時間に、運転時間計測部３４から送信された運転時間をそのまま
積算して最新のフィルター積算時間を算出する。
【００７３】
　シロッコファン２の運転モードが弱運転モードでない場合、すなわちステップＳ１１０
においてＮｏの場合は、シロッコファン２の運転モードは弱運転モードよりも強い運転モ
ードであり、フィルター６を通る風の風量は弱運転モードの場合よりも多くなり、フィル
ター６は汚れやすい。したがって、ステップＳ１３０において積算部３５は、第１記憶部
３６から取得したフィルター積算時間に、運転時間計測部３４から送信された運転時間の
２倍の時間を積算して最新のフィルター積算時間を算出する。
【００７４】
　以上の処理を行うことによって、積算部３５は、運転時間計測部３４で計測された運転
時間に対して、シロッコファン２の運転モードに対応した重み付けを行ってフィルター積
算時間を積算することができる。
【００７５】
　浴室乾燥機１００は、以上の処理を行うことによって、フィルターメンテナンスサイン
を表示部４３に表示させることができる。
【００７６】
　フィルターメンテナンスサインを表示させる場合の閾値となる第１基準時間、第２基準
時間および第３基準時間の条件は、通知部３７の機能を実現するためのプログラムを変更
するだけで、容易に変更可能である。また、第１基準時間、第２基準時間および第３基準
時間の条件は、コントロールスイッチ２２から容易に変更可能である。これにより、浴室
乾燥機１００の使用環境および家族構成に合わせてフィルターメンテナンスサインの表示
時期を任意の時期に容易に変更可能である。
【００７７】
　たとえば、初期の設定では２４時間換気を想定した弱運転モードで、シロッコファン２
の積算運転時間が６カ月以上となった時点でフィルターメンテナンスサインを点灯させる
仕様とする。すなわち、第１基準時間の初期設定を６カ月とする。そして、６カ月を第１
基準時間の設定時間の最大値とすることで、風量低下による機能の低下および製品故障の
発生を未然に防ぐことができる。
【００７８】
　浴室乾燥機１００の故障時に部品交換を行った場合は、浴室乾燥機１００の制御基板９
またはコントロールスイッチ２２に記憶されている積算時間を比較し、積算時間の多い方
のデータを少ない方に上書きすることで、積算時間の積算を継続させることができるよう
にすることが好ましい。
【００７９】
　浴室乾燥機１００に故障が発生した場合には、浴室乾燥機１００の第１記憶部３６に記
憶されている積算時間と、コントロールスイッチ２２の第２記憶部４４に記憶されている
積算時間とのうちいずれかが正しい値でない場合が発生する。この場合には、浴室乾燥機
１００の第１記憶部３６に記憶されている積算時間と、コントロールスイッチ２２の第２
記憶部４４に記憶されている積算時間のうち、積算時間の多い方の積算時間を正として、
少ない方の積算時間に上書きする。これにより、第１記憶部３６に記憶されている積算時
間と、第２記憶部４４に記憶されている積算時間とを正しい同一値に同期して積算時間の
積算を継続させることができる。
【００８０】
　また、たとえば第１記憶部３６に記憶されている積算時間と、第２記憶部４４に記憶さ
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れている積算時間との両方が正しい値からずれている場合でも、第１記憶部３６および第
２記憶部４４に記憶される積算時間を、より正しい値に近づけて修正することができる。
【００８１】
　浴室乾燥機１００の製品本体または制御基板９が故障して交換された場合は、コントロ
ールスイッチ２２の第２記憶部４４に記憶されている積算時間を、本体２１の第１記憶部
３６に書き込んで、積算時間の積算を継続させる。これにより、第１記憶部３６に記憶さ
れている積算時間と、第２記憶部４４に記憶されている積算時間とを、第２記憶部４４に
記憶されている正しい同一値に同期して積算時間の積算を継続させることができる。
【００８２】
　一方、コントロールスイッチ２２が故障して交換された場合は、本体２１の第１記憶部
３６に記憶される積算時間を、交換後のコントロールスイッチ２２の第２記憶部４４に記
憶させて、積算時間の積算を継続させる。これにより、第１記憶部３６に記憶されている
積算時間と、第２記憶部４４に記憶されている積算時間とを、第１記憶部３６に記憶され
ている正しい同一値に同期して積算時間の積算を継続させることができる。
【００８３】
　上述した本実施の形態１にかかる浴室乾燥機１００は、積算部３５が、シロッコファン
２の実運転時間に対してシロッコファン２の運転モードに対応した重み付けを行ってシロ
ッコファン２の積算運転時間を算出する。そして、通知部３７が、積算運転時間が既定の
第１基準時間以上となった場合に、表示部４３にフィルターメンテナンスサインを表示さ
せる制御を行う。これにより、浴室乾燥機１００は、ユーザーの浴室乾燥機１００の使用
形態に対応した適切な時期にフィルターメンテナンスサインを通知することができる。
【００８４】
　また、浴室乾燥機１００は、積算部３５が、本体２１への通電時間を積算して積算通電
時間を算出する。そして、通知部３７が、積算運転時間が既定の第１基準時間未満である
が第１基準時間よりも短い既定の第２基準時間以上となり、且つ積算通電時間が既定の第
３基準時間以上となった場合に、表示部４３にフィルターメンテナンスサインを表示させ
る制御を行う。これにより、浴室乾燥機１００は、ユーザーの浴室乾燥機１００の使用形
態に対応した適切な時期にフィルターメンテナンスサインを通知することができる。
【００８５】
　これにより、浴室乾燥機１００は、適切な時期にユーザーにフィルター６の清掃を促す
ことができるため、フィルター６の目詰まりによる浴室乾燥機１００の故障を未然に防ぐ
ことができ、またフィルター６の目詰まりによる性能の低下を最小限に抑制することがで
きる。また、フィルター６の目詰まりによる浴室５２への吹き出し風量の低下に伴う暖房
性能の低下を最小限に抑制することができる。また、フィルター６の目詰まりによる浴室
５２への吹き出し風量の低下に伴うヒーター温度上昇による異常停止を抑制することがで
きる。また、フィルター６の目詰まりによる浴室５２への吹き出し風量の低下に伴うヒー
ター温度上昇によるサーモスタット機能の実行を抑制することができる。
【００８６】
　また、浴室乾燥機１００は、運転がされずに通電のみがされた状態においては、ユーザ
ーに対して不要なフィルターメンテナンスサインを通知することがない。すなわち、上述
したステップＳ４０において「シロッコファン２のフィルター積算時間が既定の第２基準
時間である積算時間Ｂ以上であり、且つ積算通電時間が既定の第３基準時間である積算時
間Ｃ以上である」という条件を満たさない場合には、積算時間Ｂが０である場合も含まれ
ており、「本体２１への通電時間が長いが、浴室乾燥機１００が一度も運転されていない
場合」も含まれている。この場合は、当然ながらフィルター６の清掃は、まだ不要である
。また、ユーザーも、フィルター６の清掃はまだ不要であると認識している。したがって
、この場合には、ユーザーに対してフィルターメンテナンスサインを通知しないことで、
フィルター６の清掃はまだ不要であるという認識に反してフィルターメンテナンスサイン
が通知されることによってユーザーが混乱する、ということを避けることができる。
【００８７】
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　また、浴室乾燥機１００は、積算部３５および通知部３７の機能を実現するためのプロ
グラムを通常の浴室乾燥機に追加するだけで積算部３５および通知部３７の機能を実現可
能であり、製品コストへの影響を低減しつつ、フィルターメンテナンスサインの通知を適
切な時期に行うことができる。
【００８８】
　したがって、浴室乾燥機１００によれば、シロッコファン２の運転モードおよび使用環
境に合わせて、ユーザーの使用条件に対応した適切な時期にフィルターメンテナンスサイ
ンを通知して、ユーザーに清掃を促すことができる。
【００８９】
　以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の
技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部
を省略、変更することも可能である。
【符号の説明】
【００９０】
　１　本体ケース、１ａ　フランジ、２　シロッコファン、３　ダンパー、４　ヒーター
、５　排気口、６　フィルター、７　ファンモータ、８，１２　循環吹き出し口、９　制
御基板、１０　吸気口、１１　意匠パネル、２１　本体、２２　コントロールスイッチ、
２３　通信線、３１　電源部、３２　通電時間計測部、３３　第１制御部、３４　運転時
間計測部、３５　積算部、３６　第１記憶部、３７　通知部、３８　第１通信部、４１　
第２通信部、４２　操作部、４３　表示部、４４　第２記憶部、４５　第２制御部、４６
　操作ボタン、４７　表示ランプ、４８　メンテナンスサイン表示ランプ、４９　リセッ
トボタン、５１　排気ダクト、５２　浴室、５３　天井面、５４　外部電源、５５　ブレ
ーカ、５６　電源線、１００　浴室乾燥機、１０１　プロセッサ、１０２　メモリ。

【図１】

【図２】

【図３】
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