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も簡単で安定且つ高効率にシヤワ一廃水を再利用するヒー トポンプ給水加熱式シヤワ一ブースを提案する。



明 細 書

シヤワ一の直下に吸熱器があるヒー トポンプ式シヤワ一ブース

技術分里予

０００1 本発明は、冷媒、コンフレツサ一で構成するヒー トポンフ式熱交換装置、

温水器、除湿器、省エネ装置に関するものでぁり、シャワ一、風呂の用具で

ぁる。

背景技術

０００2 シャワ一ブースは給水、シャワ一ヘツ ド、排水、シャワ一水が飛ぴ散らな

いようにする扉、カーテン及ぴその他の装置によって構成される。シャワ一

温水は一般的に電気式、ガス式加熱のタンクによるものが多い。又、近年で

はヒー トポンフ式加熱などによる省エネなものも増えている。

０００3 しかし、従来のヒー トポンフ式温水装置は吸熱部を室外に設置し、室外空

気と熱交換するものが殆どで、外気温の影響で安定 した加熱効果が得られな

いという問題がぁる。又、そのようなシャワ一装置はせっかく加熱 したシャ
ワ一温水の廃水に含まれる熱を再利用しないまま、排水 しているので、従来

の電気式、ガス式加熱器と同様に廃水の熱が回収されないという欠点がぁる

。そのような室外空気によるシャワ一温水のヒー トポンフ式加熱は効率が悪

いだけではな く、装置の構成も複雑で製作材料の無駄と、設置場所、設置空

間を占める問題もぁる。一方、廃水の熱を回収するヒー トポンフ式の風呂な

ども提案されているが、何れも廃水を溜める池、タンクなどの廃水の溜め場

所が必要で、汚れ処理などのメ ンテナンス面にも問題がぁり、実用性に欠け

る。そのため、省エネな ヒー トポンフ式温水器の普及には不利で、現在でも

殆どのシャワ一ブースで電気式、ガス式加熱器が使われている。

０００4 更に従来のシャワ一ブースには換気がない、又はシャワ一ブース内の温度

と湿度をそのまま排出する換気を装備 しているのもが多 く、シャワ一の快適

さを損ない、シャワ一ブース周辺の湿気影響及ぴ省エネには不利でぁる。

特許文献1 特開平０ ０ 2



発明の開示

発明が解決 しようとする課題

０００5 解決 しょぅとする問題点は、ヒー トポンフ式給水加熱器が外気から熱を吸

収する場合、装置が複雑になる点。又、廃水から熱を再利用する場合、廃水

を一時的に溜めておく場所と廃水の汚れ処理などの点である。

課題を解決するための手段

０００6 本発明は、シヤワ一ブースの特徴を利用して、ヒー トポンフ式熱交換器を

シヤワ一ブースと一休化 して配置する。そのヒー トポンフのコンフレッサ一

出口に冷媒凝縮器内蔵の給水加熱タンクを配置し、コンフレッサ一出口の高

温高圧ガスが凝縮器内で凝縮放熱することを利用して給水タンク内の水を加

熱する一方、膨張弁の後ろの蒸発吸熱器として、シヤワ一ブース下部に金属

板状吸熱器 冷媒蒸発器) を配置し、その金属板状吸熱器 冷媒蒸発器) ｱ
部に一時的に溜めたシヤワ一廃水の熱を吸収することにょり、容易に廃水に

含まれる熱を回収することができるヒー トポンフ式給水加熱シヤワ一ブース

である。

０００ 廃水が一時的に溜まるょぅに、シヤワ一ブース下部排水用の排水口を金属板

状吸熱器 冷媒蒸発器) ょり高く設置し、廃水が金属板状吸熱器 冷媒蒸発

器) を完全に浸すょぅに構成することで、場所を取 らない廃水の溜めを可能

にしたぅえ、シヤワ一温水の自然落下力で、溜めた廃水が撹杵され安定 した

熱交換効果を得ることができる。

０００8 更に、高くなった排水ロと共にシヤワ一ブース排水の最下部に小さい排水口

を設けることにょり、溜めた廃水のぅち下層部の冷たくなった廃水を優先的

に排水すると共に、シヤワ一終了後には、溜めた廃水を完全に排水すること

ができるので掃除が簡単になる。

０００9 又、ヒー トポンフュニットをシヤワ一ブースに内蔵することにょり、その加

熱と冷却の機能を利用して、シヤワ一ブース内の温度と湿度を調整 し、ょり

快適なシヤワ一空間を実現する。



発明の効果

００1０ 本発明のヒー トポンフ式シヤワ一ブースは、シヤワ一廃水をシヤワ一ブー

ス下部の特別な排水口によって場所を取 らずに簡単に溜めることができ、そ

の溜めた廃水の直下にある金属板状吸熱器により、ヒー トポンフが廃水の熱

を吸収 して、給水を加熱することで、廃水に含まれる熱の再利用を可能にし

、熱の利用効率が大幅に向上する省電力、省エネのシヤワ一ブースを可能に

した。

００11 シヤワ一の排水量と給水量は同じという特徴があるので、本発明のシヤワ一

ブース内の廃水から熱を吸収 して給水を加熱するヒー トポンフ方式は従来の

外気との熱交換のヒー トポンフ方式より天候による効率の変化がな くな り、

安定 した高い熱交換率を得ることができる。

００12 本発明は、その他の溜め池を必要とする廃水の熱を回収するヒー トポンフ方

式より水の回路が短いので、予め廃水を溜めな くても、初期の熱が金属板状

吸熱器 冷媒蒸発器) の潜熱で充分に給水タンクを予熱できる。又、シヤワ

一使用後は溜めた廃水を自動的に全部排水できるので、節水、衛生面にも優

れている。

００13 廃水を溜める場所はシヤワ一ブース下部数センチの空間しか使わないので、

従来のシヤワ一ブースの空間で簡単に設置でき、従来のシヤワ一への増設と

シヤワ一装置の小型化、簡易化にも有利である。

００14 更に、ヒー トポンフの全てをシヤワ一ブースに内蔵することにより、それの

加熱と吸熱の機能を利用して、シヤワ一ブース内の空調もできるという利点

もある。

００15 図 木考案のヒー トポンフ式シヤワ一ブースの 1 実施例の説明図である。

符号の説明

００16 防水ケース

2 コンフレツサ一

3 加熱器 凝縮器)



吸熱器 蒸発器)

シヤワ一ヘッド

7 時的に溜めた廃水

排水口

スノ コ 足台)

1 ０ 吸気口

冷却部

1 2 加熱部

1 送風管

1 注人口

1 水道給水管

1 小さい排水口

発明を実施するための最良の形態

００1 シヤワ一ブース下部の板状吸熱器が吸熱性の良い金属で、その表面が汚れ

にく く、掃除しやすい構造にする。溜めた廃水が使用者に触れないように、

金属板状吸熱器の上部に掃除のための取 り外 し可能なスノ コのような断熱足

踏み台を設けると共に、その足踏み台の下への漏水はより均一で、流れと撹

杵の効果があるように漏水口を設けることにより、吸熱器の吸熱効果を高め

ることができる。

実施例

００18 図 1 は、本発明装置の 1 実施例の略図であって、 はシヤワ一ブースの防

水ケース、2 はホシヤワ一ブース動力部となるコンフレッサ一、3 は加熱器

凝縮器) 、 は膨張弁、 は吸熱器 蒸発器) である。 2～ で一つのヒ

ー トポンフ回路を構成する。

００19 はシヤワ一ヘッド、7 は一時的に溜めた廃水、 は廃水を溜めるための

シヤワ一ブース底部にある金属板状熱交換器を廃水が浸たるような高さにす

る排水口、 は廃水に触れないようにするスノ コ 足台) である。 ～ は



吸熱器 を安定 して吸熱する環境を作る。

００2０ ０はシヤワ一ブース内の換気のための吸気口、1 は濡れた空気を冷や

して湿気を取る冷却部、1 2は空気を暖める加熱部、1 は送風管、1 は

乾燥 した空気をシヤワ一ブースに送人する注人口で、図示の構成はエア ドラ

イ時の実施例であり、冷却部と加熱部に通る空気の流れを変えることで、シ

ヤワ一ブース内の温度をある程度調整できる。

００21 は水道の給水管、1 はシヤワ一終了後に溜めた廃水を全部排水させる

ための小さい排水口である。

産業上の利用可能性

００22 本発明は、従来のシヤワ一ブースとヒー トポンフ温水器と異な り、給水の

加熱にヒー トポンフを使 うと共に、吸熱はシヤワ一の廃水の熱を再利用する

外気温の影響が少ない、エネルギー利用効率をより高く実現できるシヤワ一

ブースであって、ヒー トポンフとシヤワ一ブースを一休化することにより、

生産エ場での完成度が高く、使用現場での作業を大幅に削減できる。又、そ

の他の温水シヤワ一洗いブースにも適用できる。



請求の範囲

冷媒とコンフレッサ一を利用するヒー トポンフ回路を有するシヤワ一ブー

ス下部にある排水口を、排水される前の水が一時的に溜まるように底面より

やや高く設ける、更に排水口の底部に小さい穴を設け、シヤワ一停止後、溜

まる廃水をゆっく り排水する構造を有する構成と、シヤワ一ブース下部に転

熱性のよい金属板状吸熱器 冷媒蒸発器) を設け、一時的に溜めたシヤワ一

廃水の熱をヒー トポンフの膨張する冷媒から吸収 して、冷媒の凝縮器となる

シヤワ一水加熱タンクに放熱する構造及ぴそれによって構成されたヒー トポ

ンフ式シヤワ一ブース。

2 ヒー トポンフの加熱と吸熱の 2 つの部分を利用し、シヤワ一ブース内の空

気循環をその 2 つの部分の流れ順を切 り替えて循環させることにより、冷風

、温風、乾燥風を作 り、シヤワ一ブース内の換気、温調、霧取 り、除湿など

の機能を有するシヤワ一ブースの構成。
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第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 の 2 の続き

供第 条第3項 ( P C T 17条 (2) ( ) の規定によ り、 こ (D 国際調査報告は次の理由によ 請大 ( 範囲( 一部に て作
成 しなか た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をす こ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、 有青義な国際調査をす こ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 1 、

・ r 請求の範囲 は、 従属請求の範囲てあ0 て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第3文 (D規定に
従 て記載されて な 。

第 欄 発明 単—吐か欠如 て る とき 意見 第 の の続き

次に辻 るよ にこの国際 願に二以上の発明かあ この国際調査機関は認めた

請求の範囲 に係 る発明は。一時的に溜めた ヤワ 廃水の熱をヒ トホ の膨張する伶媒 ら吸収 して、伶媒の凝縮器 となる

ヤワ 水加 タ クに放熱する構造及びそれによ て構成 されたヒ ホ ヤ ワ ス に関するものてある

請求の範囲 に係 る発明は ヒ トホ の加 と吸 の 2 の部分を利用し、 ヤワ ス の空気循環をその 2 - の部分の硫

れ順を切 替 て循環 き ることによ り、冷風、温風 乾燥風を作 り、 y ヤワ ス 11の換気、温洞、霧取 り、除但なとの機能を
有する ヤワ - スの構成に関するものてある。

・汀 出願人か必 要な追加調査手教料をす て期間内に納付 したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に l/ て作成した

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加洞査手教科の納付を求めな た

・亡 出腫人か必要な追加調査手教科を一部のみしか期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、 手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 出願人か必要な追加調査手教科を期間内に納付 しなか たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次 (D 請求 (D 範囲に / て作成 た。

請求の範囲

追加洞査手教科の異議の中立てに関する任青
r 追加洞査手数科及ひ、 咳当する場合には、異議申立手教科 納付 と共に、 願人 ら異議申立てかあ た。

汀 追加洞査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手教科か納付命令書に示 た期間
内に支払われな た。

汀 追加調査手教料の納付を什 異議申立てかな た

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 - の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5 年 4 月 )
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