
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面を開口したほぼ方形の箱状で天面に換気口を有し、浴室の天井に設けられる本体と
、この本体の中央部に設けられる下面より吸い込み４周に放散する循環用送風機と、この
循環用送風機から放散される空気が通り熱交換されるように前記本体内面との間に通路と
なる空間を形成し４周に配設される熱交換器と、中央部に吸い込み口を有し、４方に可変
自在な風向板を設けた前記空間と連通する独立した吹き出し口を形成し、前記本体の下方
に配設されるフロントパネルと、前記換気口に連通し設けられる換気用送風機とを備え、
前記風向板の調整により集中的あるいは浴室壁面に向かい循環風が送風できる構成とした
浴室換気乾燥機。
【請求項２】
　本体内面と熱交換器間の空間と洗面所または脱衣所となる部屋とを連通する往ダクトと
、前記部屋と換気用送風機の吸い込み側とを連通する復ダクトと、前記換気用送風機の吐
出側に設けられる開閉自在な吐出口ダンパーを設けた換気用吐出口および、開閉自在な換
気口ダンパーを設け、本体の天面に前記熱交換器に送風する循環口となるように設けられ
た換気口と、前記往ダクトと吹き出し口側の流路を切換える吹き出し切換えダンパーと、
循環用送風機から熱交換器に至る空気流路を開閉する熱交換器入口切換えダンパーとを備
え、前記洗面所または脱衣所となる部屋の空気を前記換気用送風機により前記熱交換器を
介し循環せしめて暖房する構成とした請求項１記載の浴室換気乾燥機。
【請求項３】
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　洗面所または脱衣所となる部屋から換気用送風機に吸い込まれる空気温度を検知する温
度検知器と、浴室内の露点温度を検知するように設けられる湿度検知器と前記各検知器に
より検知されたデータにより、

各ダンパーの切換え、
各送風機の運転、熱交換器の加熱能力を制御する制御部とを備え、浴室内の

湿気が低い場合には、浴室内の空気も利用して洗面所または脱衣所の暖房を可能にする構
成とした 浴室換気乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、浴室を利用して衣類を乾燥させたり浴室の湿気を換気する浴室換気乾燥機に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、夫婦共働きの増加により夜間等を利用して洗濯物を室内にて乾かすために浴室を洗
濯物の乾燥の場として利用する目的や、浴室にかび等が生えないように入浴後、浴室を乾
燥させる目的で、浴室換気乾燥機の需要が増大してきた。
【０００３】
また、要望としてシルバー世代向けに入浴前または入浴中に浴室内を暖める浴室暖房や、
洗面所または脱衣所を暖める洗面所または脱衣所暖房の必要性もよく声に聞くようになっ
てきた。
【０００４】
従来この種の浴室換気乾燥機は、図６～図８に示すような構成が一般的であった。以下、
その構成について図６～図８を参照しながら説明する。
【０００５】
図に示すように、浴室換気乾燥機は浴室１０１の天井面に埋め込まれて設置され、本体１
０２の内側に循環用モーター（図示せず）と循環用羽根１０３および循環用ケーシング１
０４からなる循環用送風機１０５を有している。また、熱交換器１０６および本体１０２
の外側には、換気チャンバー１０７に固定されている換気用モーター１０８と換気用羽根
１０９および換気用ケーシング１１０からなる換気用送風機１１１を有し、循環用送風機
１０５の吹き出し口から、熱交換器１０６側（矢印Ａ）と換気用送風機１１１の吸い込み
口側（矢印Ｂ）へ分岐される風路を有し、循環用送風機１０５と換気用送風機１１１の運
転と熱交換器１０６の加熱能力を制御する制御部１１２を有し、また、天井面にはフロン
トパネル１１３が設けられ、吸い込み口１１４と吹き出し口１１５がそれぞれ１つずつ設
けられていた。
【０００６】
また、熱交換器１０６の出口に浴室側に吹き出す風路Ｃと洗面所または脱衣所側に吹き出
す風路Ｄとに切り換えるための、切換えダンパー１１６が設けられていた。
【０００７】
上記構成において、浴室換気乾燥機を衣類乾燥運転すると、循環用送風機１０５が運転さ
れ浴室１０１内の空気が吸い込み口１１４から吸い込まれ、熱交換器１０６で熱交換し、
温風を吹き出し口１１５より吹き出し、浴室内に吊り下げられた洗濯物１１７を乾燥させ
るようになっている。その際、洗濯物１１７より蒸発した水分により浴室内空気の絶対湿
度が上昇するため、換気用送風機１１１の運転により、本体１０２の外側の換気チャンバ
ー１０７に換気ダクト１１８を介して浴室内の空気の一部を屋外に排出することにより絶
対湿度の上昇を抑え、衣類の乾燥運転の継続を可能としていた。また、浴室乾燥運転につ
いても、衣類乾燥運転と同様な動きをしていた。
【０００８】
また、浴室の暖房運転をするときは、換気用送風機１１１は停止状態にあり、循環用送風
機１０５が運転され浴室内の空気が吸い込み口１１４から吸い込まれ、熱交換器１０６で
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吐出口ダンパー、換気口ダンパー、吹き出し流路切換えダ
ンパーおよび熱交換器入口切換えダンパーの 循環用送風機および換
気用送風機の

請求項２記載の



熱交換し、温風を吹き出し口１１５より吹き出し、浴室暖房するようになっていた。
【０００９】
また、洗面所または脱衣所の暖房運転をするときは、循環用送風機１０５が運転され浴室
内の空気が吸い込み口１１４から吸い込まれ、熱交換器１０６で熱交換し、切換えダンパ
ー１１６が洗面所または脱衣所側に吹き出す風路Ｄとに切り換えるため洗面所または脱衣
所のダクト１１９を通り、温風が洗面所または脱衣所より吹き出し、洗面所または脱衣所
を暖房するようなっていた。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の浴室換気乾燥機では、衣類乾燥運転時には、吹き出し口１１５が１つで
温風をスポット的に吹き出しても問題がないが、浴室乾燥運転時には、スポット的では浴
室１０１の壁面に温風が直接当たらず十分に壁面が乾き難く、また、浴室暖房運転時にも
、入浴中に使用すると、いくら吹き出し口１１５の風向変更羽根１２０により吹き出し方
向を直接人に当てないようにしても集中的に吹き出すため、裸の濡れた体に直接風が当た
ってしまい快適でなく、浴室１０１内の壁面より輻射を受け冷風感があるという課題があ
り、浴室の壁面の乾燥の促進および入浴時に人体に直接風が当たらないようにして冷風感
を感じないようにすることが要求されている。
【００１１】
また、洗面所または脱衣所暖房運転時には、浴室１０１の空気を吸い込んで加熱して暖房
するため、入浴直後等の浴室１０１内の湿気の高い場合には、湿気の高い空気が洗面所ま
たは脱衣所に吹き出され温度の低い洗面所または脱衣所で結露する恐れがあるという課題
があり、洗面所または脱衣所の暖房時の結露を防止することが要求されている。
【００１２】
本発明は、上記課題を解決するもので、衣類乾燥運転時には、集中的に吹き出して衣類を
効率よく乾燥させ、浴室乾燥運転時には、４方向の浴室壁面に向かって吹き出し浴室を効
率よく乾燥させ、また、浴室暖房運転時にも、４方向の浴室壁面に向かって吹き出し直接
人に風を当てず、冷風感を感じさせずに運転することができ、また、洗面所または脱衣所
の暖房運転時には、浴室内の湿った空気を利用せず洗面所または脱衣所の空気を利用し、
洗面所または脱衣所の結露を防止でき、また、洗面所または脱衣所暖房運転の立ち上がり
性能を良くし、快適性を向上することのできる浴室換気乾燥機を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明の浴室換気乾燥機は、上記目的を達成するために、循環用送風機から４周に放散さ
れる空気が通り熱交換されるように本体内面との間に通路となる空間を形成し４周に配設
される熱交換器と、可変自在な風向板を設けた前記空間と連通する独立した吹き出し口を
形成したフロントパネルと、本体の天面に設けた換気用送風機とを備え、風向板により集
中的あるいは浴室壁面に向かい循環風が送風できる構成としたものである。
【００１４】
本発明によれば、風向板の調整により、衣類乾燥運転時には集中的に吹き出して衣類を効
率よく乾燥させ、浴室乾燥運転時には４方向の浴室壁面に向かって吹き出し、浴室を効率
よく乾燥させ、また、浴室暖房運転時にも４方向の浴室壁面に向かって吹き出し直接人に
風を当てず、冷風感を感じさせない浴室乾燥機が得られる。
【００１５】
また、他の手段は、本体内面と熱交換器間の空間と洗面所または脱衣所とを連通する往ダ
クトと、洗面所または脱衣所と換気用送風機の吸い込み側とを連通する復ダクトと、換気
用送風機の吐出側に換気口ダンパーを設け、熱交換器に送風する循環口となるように設け
られた換気口と、循環用送風機から熱交換器に至る空気流路を開閉する熱交換器入口切換
えダンパーとを備え、洗面所または脱衣所の空気を前記換気用送風機により前記熱交換器
を介し循環せしめて暖房する構成としたものである。
【００１６】
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そして、本発明によれば、洗面所または脱衣所暖房運転時には、浴室内の湿った空気を利
用せず洗面所または脱衣所の空気を利用し、洗面所または脱衣所の結露を防止できる浴室
換気乾燥機が得られる。
【００１７】
また、他の手段は、洗面所または脱衣所から換気用送風機に吸い込まれる空気温度を検知
する温度検知器と、浴室内の露点温度を検知する湿度検知器と制御部とを備え、浴室内の
湿気が低い場合には、浴室内の空気も利用して洗面所または脱衣所の暖房を可能にする構
成としたものである。
【００１８】
そして、本発明によれば、洗面所または脱衣所暖房運転の立ち上がり性能を良くし、快適
性を向上することのできる浴室換気乾燥機が得られる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明は、下面を開口したほぼ方形の箱状で天面に換気口を有し、浴室の天井に設けられ
る本体と、この本体の中央部に設けられる下面より吸い込み４周に放散する循環用送風機
と、この循環用送風機から放散される空気が通り熱交換されるように前記本体内面との間
に通路となる空間を形成し４周に配設される熱交換器と、中央部に吸い込み口を有し、４
方に可変自在な風向板を設けた前記空間と連通する独立した吹き出し口を形成し、前記本
体の下方に配設されるフロントパネルと、前記換気口に連通し設けられる換気用送風機と
を備え、前記風向板の調整により集中的あるいは浴室壁面に向かい循環風が送風できる構
成としたものであり、フロントパネルに有している４つの独立した吹き出し口の開度によ
り衣類乾燥運転時には、洗濯物に直接当たるように必要な吹き出し口のみを開け、その他
の吹き出し口は閉として使用することができ、浴室乾燥運転時には、４つの独立した吹き
出し口の開度をそれぞれ対向する浴室壁面に向け、浴室内の壁面を効率よく乾燥させるこ
とができ、また、浴室暖房運転時には、入浴中、４つの独立した吹き出し口の開度を浴室
壁面に向けて直接人に当たらないようにして冷風感を感じさせない暖房ができるという作
用を有する。
【００２０】
また、本体内面と熱交換器間の空間と洗面所または脱衣所となる部屋とを連通する往ダク
トと、前記部屋と換気用送風機の吸い込み側とを連通する復ダクトと、前記換気用送風機
の吐出側に設けられる開閉自在な吐出口ダンパーを設けた換気用吐出口および、開閉自在
な換気口ダンパーを設け、本体の天面に前記熱交換器に送風する循環口となるように設け
られた換気口と、前記往ダクトと吹き出し口側の流路を切換える吹き出し流路切換えダン
パーと、循環用送風機から熱交換器に至る空気流路を開閉する熱交換器入口切換えダンパ
ーとを備え、前記洗面所または脱衣所となる部屋の空気を前記換気用送風機により前記熱
交換器を介し循環せしめて暖房する構成としたものであり、浴室内の湿った空気を利用せ
ず、洗面所または脱衣所の空気を加熱するため、洗面所または脱衣所での結露を起こりに
くくすることができる作用を有する。
【００２１】
また、洗面所または脱衣所となる部屋から換気用送風機に吸い込まれる空気温度を検知す
る温度検知器と、浴室内の露点温度を検知するように設けられる湿度検知器と前記各検知
器により検知されたデータにより、各ダンパーの切換え、各送風機の運転、熱交換器の加
熱能力を制御する制御部とを備え、浴室内の湿気が低い場合には、浴室内の空気も利用し
て洗面所または脱衣所の暖房を可能にする構成としたことにより、浴室内の露点温度と洗
面所または脱衣所の空気温度を検出し、演算により浴室内の空気を利用しても洗面所また
は脱衣所に結露が起こりにくい場合には、浴室の空気を利用し循環用送風機も利用するこ
とにより熱交換器の能力を最大限に発揮し、洗面所または脱衣所の暖房の立ち上がり性能
を向上させることができる作用を有する。
【００２２】
以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
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【００２３】
【実施例】
（実施例１）
図１～図３に示すように、下面を開口したほぼ方形の箱状で天面に換気口１を有し、浴室
２の天井に設けられる本体３の中央部に下面より吸い込み４周に放散するターボファン４
を取り付けた循環用送風機５を設け、循環用送風機５から放散される空気が通り熱交換さ
れるように本体３の内面との間にロの字形の通路となる空間６を形成し、循環用送風機５
の外方４周に熱交換器７を設け、中央部にエアーフィルター８を設けた吸い込み口９を有
し、４方にステッピングモーター（図示せず）により角度調整できる可変自在な風向板１
０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを設けた空間６と連通する独立した吹き出し口１１ａ、１
１ｂ、１１ｃ、１１ｄを４ヶ所に設け、本体３の下方に配設されるフロントパネル１２を
形成し、換気口１に連通される換気用送風機１３を換気チャンバー１４内に設け、換気ダ
クト１４ａを接続し、本体３の天面には循環用送風機５と換気用送風機１３の運転と熱交
換器７の加熱能力を制御する制御部１５を設け構成する。
【００２４】
上記構成により、浴室暖房運転時、特に入浴中には、循環用送風機５を運転し、フロント
パネル１２の吸い込み口９よりエアーフィルター８を通して浴室２内の空気が吸い込まれ
、循環用送風機５により４周に放散された空気が熱交換器７を通ることにより暖められ、
４つの吹き出し口１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄに設けられた４つの風向板１０ａ、１
０ｂ、１０ｃ、１０ｄをそれぞれの浴室２の壁面に向けることにより、それぞれの壁面が
暖められるために、輻射による冷風感もなく、また、入浴中の人に直接風も当たらないた
め快適に入浴することができる。
【００２５】
また、浴室乾燥運転時にも、浴室暖房運転時と同様に、４つの吹き出し口１１ａ、１１ｂ
、１１ｃ、１１ｄに設けられた４つの風向板１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄをそれぞれ
の壁面に向けることにより、それぞれの壁面の結露が速くなり、かび等の発生を抑制する
ことができる。
【００２６】
また、衣類乾燥運転時には、洗濯物に直接温風が当たるように必要な吹き出し口１１ａの
風向板１０ａを真下に向け、残りの３つの吹き出し口１１ｂ、１１ｃ、１１ｄに設けられ
た３つの風向板１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを閉にし、吹き出し口１１ａしか開いていないが
、熱交換器７と本体３側面の内側との空間６は４方向ともロの字型に１つにつながってい
るため、加熱能力を落とすことなく衣類乾燥を行うことができる。
【００２７】
このように本発明の実施例１の浴室換気乾燥機によれば、フロントパネル１２に有してい
る４つの独立した吹き出し口１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄの開度により浴室暖房運転
時、特に入浴中には、４つの独立した吹き出し口１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄの開度
をそれぞれの壁面に向け、壁面からの輻射による冷風感をなくし、かつ直接人に風が当た
らないようにして快適な暖房ができ、衣類乾燥運転時には、洗濯物に直接当たるように必
要な吹き出し口のみを開け、その他の吹き出し口は閉とし使用し衣類に効率よく温風を当
て乾燥させることができ、浴室乾燥運転時には、４つの独立した吹き出し口の開度をそれ
ぞれの壁面に向け、浴室２内の壁面を効率よく乾燥させ浴室２内のかびの発生を抑制する
ことができる。
【００２８】
（実施例２）
図４に示すように、本体３内面と熱交換器７間の空間６と洗面所または脱衣所となる部屋
１６とを連通する出口１７ａを介して設けられる往ダクト１７および、部屋１６と換気用
送風機１３の吸い込み側とを入口１８ａを介して連通する復ダクト１８を設け、換気用送
風機１３の吐出側には開閉自在な吐出口ダンパー１９を設けた換気用吐出口２０および、
開閉自在な換気口ダンパー２１を設け、本体３の天面に熱交換器７に送風する循環口とな
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るように換気口１を設ける。
【００２９】
そして、往ダクト１７と吹き出し口１１ａ側の流路を切換える吹き出し流路切換えダンパ
ー２２を設け、循環用送風機５から熱交換器７に至る空気流路２３を開閉する熱交換器入
口切換えダンパー２４を設け、換気用送風機１３により熱交換器７を介し循環せしめて暖
房する構成とする。
【００３０】
上記構成により、洗面所または脱衣所暖房運転時には、フロントパネル１２の４つの風向
板１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄは全て閉状態にし、本体３の内側の一辺に循環用送風
機５から風が熱交換器７にいかないように仕切るように熱交換器入り口切換えダンパー２
４を循環用送風機５との空気流路２３を閉じるようにし（図４の実線の位置）、吹出し流
路切換えダンパー２２を洗面所または脱衣所に連通する往ダクト１７側に空気が流れるよ
うな位置に開け（図４の実線の位置）、また、換気用送風機１３に本体３の換気口１から
の吸い込みを開閉できる換気口ダンパー２１を本体３の換気口１から空気を吸い込むこと
のできないようにし（図４の実線の位置）、かつ換気チャンバー１４から屋外へ排出する
換気用吐出口２０を開閉できる吐出口ダンパー１９により、換気用吐出口２０を閉にし（
図４の実線の位置）て、換気用送風機１３を運転することにより、洗面所または脱衣所か
ら空気が吸われ復ダクト１８を通り換気チャンバー１４に吸い込まれ、換気用送風機１３
より吹き出された空気は熱交換器７を通り加熱され、往ダクト１７を通り温風が吹き出さ
れ洗面所または脱衣所の暖房ができる。なお、各ダンパーは制御部１５にてモーター（図
示せず）より制御される。
【００３１】
このように本発明の実施例２の浴室換気乾燥機によれば、浴室内の湿った空気を利用せず
、洗面所または脱衣所の空気を吸い込んで加熱するため、洗面所または脱衣所を暖房して
も結露が起こりにくくすることができる。
【００３２】
（実施例３）
図５に示すように、洗面所または脱衣所となる部屋１６から換気用送風機１３に吸い込ま
れる空気温度を検知する温度検知器２５を入口１８ａに設け、浴室２内の露点温度を検知
できるようにフロントパネル１２に設けたエアーフィルター８の風下位置に湿度検知器２
６を設け、温度検知器２５と湿度検知器２６により検知されたデータを演算した結果によ
り吐出口ダンパー１９、換気口ダンパー２１、吹き出し流路切換えダンパー２２および、
熱交換器入口切換えダンパー２４と、循環用送風機５と換気用送風機１３および、熱交換
器７の加熱能力を制御する制御部１５Ａを設け、浴室２内の湿気が低い場合には、浴室２
内の空気を利用して洗面所または脱衣所となる部屋１６の暖房を可能にする構成とする。
【００３３】
上記構成により、洗面所または脱衣所暖房運転時には、入口１８ａにある温度検知器２５
の温度がフロントパネル１２にあるエアーフィルター８の風下側に設けられた露点温度を
測定できる湿度検知器２６の露点温度より低い場合、すなわち、洗面所または脱衣所とな
る部屋１６の温度が低く、浴室２内が湿気の高い場合は、実施例２と同様に熱交換器入口
切換えダンパー２４と、吹き出し流路切換えダンパー２２と、換気口ダンパー２１および
吐出口ダンパー１９はそれぞれ同じ開閉位置にセットされ換気用送風機１３が運転されて
洗面所または脱衣所となる部屋１６の暖房をする。
【００３４】
次に、洗面所または脱衣所となる部屋１６の暖房運転時には、入口１８ａにある温度検知
器２５の温度がフロントパネル１２にあるエアーフィルター８の風下側に露点温度が測定
できるように設けた湿度検知器２６の露点温度より高い場合、すなわち、洗面所または脱
衣所となる部屋１６の温度が高く、浴室２内が湿気の低い場合は、熱交換器入口切換えダ
ンパー２４は、実施例２と反対の開閉位置（図５の実線の位置）にセットされ、その他の
吹き出し流路切換えダンパー２２と、換気口ダンパー２１および吐出口ダンパー１９はそ
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れぞれ実施例２と同じ開閉位置にセットされ換気用送風機１３および循環用送風機５が運
転されて洗面所または脱衣所となる部屋１６の暖房をする。また、このときフロントパネ
ル１２の４つの風向板１０ａ、１０ｃおよび１０ｂ、１０ｄ（図示せず）は全て閉状態に
なっている。洗面所または脱衣所から空気が吸われ復ダクト１８を通り換気チャンバー１
４に吸い込まれ、換気用送風機１３より吹き出された空気と浴室２内から循環用送風機５
により吸い込まれた一部の空気とが合流し熱交換器７を通り加熱され、また、循環用送風
機５により吸い込まれた残りの空気は残りの３方向にも吹き出され熱交換器７を通り加熱
され、熱交換器７と本体３側面の内側との空間６は４方向ともロの字型に１つにつながっ
ているため、出口１７ａにて合流し、最大の加熱能力で往ダクト１７を通り温風が吹き出
され洗面所または脱衣所となる部屋１６の暖房ができる。
【００３５】
このように本発明の実施例３の浴室換気乾燥機によれば、浴室２内の湿気が低い場合には
、浴室２の空気も利用し、最大の能力で洗面所または脱衣所を暖房し、暖房の立ち上がり
をよくすることができ、結露も起こりにくくすることができる。
【００３６】
【発明の効果】
以上の実施例から明らかなように本発明によれば、フロントパネルに有している４つの独
立した吹き出し口の開度により衣類乾燥運転時には、洗濯物に直接当たるように必要な吹
き出し口のみを開け、その他の吹き出し口は閉として使用することができ、浴室乾燥運転
時には、４つの独立した吹き出し口の開度をそれぞれの壁面に向け、浴室内の壁面を効率
よく乾燥させることができる。また、浴室暖房運転時には、入浴中、４つの独立した吹き
出し口の開度をそれぞれの壁面に向け、直接人に当たらないようにして冷風感のない暖房
ができる浴室換気乾燥機を提供できる。
【００３７】
また、浴室内の湿った空気を利用せず、洗面所または脱衣所の空気を加熱するため、洗面
所または脱衣所での結露は起こりにくくすることができる浴室換気乾燥機を提供できる。
【００３８】
また、浴室内の露点温度と洗面所または脱衣所の空気温度を検出し、演算により浴室内の
空気を利用しても洗面所または脱衣所に結露が起こりにくい場合には、浴室の空気を利用
し循環用送風機も利用することにより熱交換器の能力を最大限に発揮し、洗面所または脱
衣所の暖房の立ち上がり性能を向上させることができる浴室換気乾燥機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１の浴室換気乾燥機の構成を示す断面図
【図２】同フロントパネルの構成を示す正面図
【図３】同浴室換気乾燥機の設置状態を示す断面図
【図４】同実施例２の浴室換気乾燥機の構成を示す断面図
【図５】同実施例３の浴室換気乾燥機の構成を示す断面図
【図６】従来の浴室換気乾燥機の設置状態を示す断面図
【図７】同浴室換気乾燥機の構成を示す断面図
【図８】同浴室換気乾燥機を他の部屋に関連して設置した状態を示す断面図
【符号の説明】
１　　　換気口
２　　　浴室
３　　　本体
５　　　循環用送風機
６　　　空間
７　　　熱交換器
９　　　吸い込み口
１０ａ　風向板
１０ｂ　風向板
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１０ｃ　風向板
１０ｄ　風向板
１１ａ　吹き出し口
１１ｂ　吹き出し口
１１ｃ　吹き出し口
１１ｄ　吹き出し口
１２　　フロントパネル
１３　　換気用送風機
１５Ａ　制御部
１６　　部屋
１７　　往ダクト
１８　　復ダクト
１９　　吐出口ダンパー
２０　　換気用吐出口
２１　　換気口ダンパー
２２　　吹き出し流路切換えダンパー
２３　　空気流路
２４　　熱交換器入口切換えダンパー
２５　　温度検知器
２６　　湿度検知器
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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