
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気ダクトを介して複数の部屋に連通する複数の吸気口と、該吸気口から空気を吸気し
て排気するための送風機と、該送風機により空気を屋外に排気するための排気口と、前記
吸気口から吸気して前記排気口に至る少なくとも２つの 排気風路とを備え、
前記吸気口の少なくとも１つを前記２つの 排気風路に 連通する第１開口
部と第２開口部で形成するとともに、該第１開口部と第２開口部のいずれか１つを す
る選択手段を備えたことを特徴とする多室換気装置。
【請求項２】
　吸気ダクトを介して複数の部屋に連通する複数の吸込口と、該吸込口から吸気して供給
口に至る少なくとも２つの吸込風路とを有する吸込用チャンバーと、接続ダクトを介して
前記供給口に連通する吸気口と、該吸気口から空気を吸気して排気するための送風機と、
該送風機により空気を屋外に排気するための排気口と、前記吸気口から吸気して前記排気
口に至る少なくとも２つの 排気風路とを有する装置本体とを備え、前記吸込
用チャンバーは、前記吸込口の少なくとも１つを前記２つの 吸込風路に
連通する第１開口部と第２開口部で形成するとともに、該第１開口部と第２開口部のいず
れか１つを する選択手段を備えたことを特徴とする多室換気装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、前記吸気ダクトに接続して前記第１開口部または第２開口部と連通す
る開口部を設けたダクト接続部材により構成したことを特徴とする請求項１又は２記載の
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多室換気装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記吸気口に設けられて前記第１開口部または第２開口部を開閉する
開閉部材により構成したことを特徴とする請求項１又は２記載の多室換気装置。
【請求項５】
　前記複数の部屋の１つがトイレであることを特徴とする請求項１乃至

記載の多室換気装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の部屋の空気を換気する多室換気装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の多室換気装置は、本体の側面に複数の吸気口を備え、例えば、浴室、洗面
所、トイレ等の複数の部屋の空気を換気することにより、浴室内や洗面所内の湿気、トイ
レ内の臭気を外に排気するようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のようなものは、トイレ、浴室、洗面所から吸気して排気する経
路が共通であるため、トイレの臭いが浴室内に流れ込んだり、浴室からの湿気がトイレ内
に流れ込んで結露する等の問題があった。
【０００４】
また、換気する部屋とダクトを介して接続する吸気口位置が予め決められているので、設
置現場の浴室、トイレ、洗面所のレイアウトによっては、配管用のダクト長さが長くなっ
たり、天井裏が狭い設置現場ではダクト配管が困難なため、施工性が悪くなるといった問
題があった。
【０００５】
本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、複数の部屋を換
気するにあたり、他室への臭い等の流れ込みを防止するとともに、ダクト配管が簡便な施
工性に優れた多室換気装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段及び作用・効果】
上記目的を達成するために本発明においては、吸気ダクトを介して複数の部屋に連通する
複数の吸気口と、該吸気口から空気を吸気して排気するための送風機と、該送風機により
空気を屋外に排気するための排気口と、前記吸気口から吸気して前記排気口に至る少なく
とも２つの排気風路とを備え、前記吸気口の少なくとも１つを前記２つの排気風路に連通
する第１開口部と第２開口部で形成するとともに、該第１開口部と第２開口部のいずれか
１つを選択する選択手段を備えたことを特徴としている。
【０００７】
従って、このように構成すれば、複数の部屋から吸気した空気を、夫々独立した排気風路
を通して排気するため、例えば、トイレの臭いが浴室内に流れ込んだり、浴室からの湿気
がトイレ内に流れ込んで結露することを防止することができる。また、選択手段により現
場に応じて複数の吸気口の中から選んで吸気ダクトを接続することが可能になるため、ダ
クト配管が簡便になり、施工性が向上する。
【０００８】
また、吸気ダクトを介して複数の部屋に連通する複数の吸込口と、該吸込口から吸気して
供給口に至る少なくとも２つの吸込風路とを有する吸込用チャンバーと、接続ダクトを介
して前記供給口に連通する吸気口と、該吸気口から空気を吸気して排気するための送風機
と、該送風機により空気を屋外に排気するための排気口と、前記吸気口から吸気して前記
排気口に至る少なくとも２つの排気風路とを有する装置本体とを備え、前記吸込用チャン
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バーは、前記吸込口の少なくとも１つを前記２つの吸込風路に連通する第１開口部と第２
開口部で形成するとともに、該第１開口部と第２開口部のいずれか１つを選択する選択手
段を備えるようにすれば、上述したと同様の効果を奏するとともに、装置本体の構造を簡
単にすることができる。
【０００９】
また、前記選択手段を、前記吸気ダクトに接続して前記第１開口部または第２開口部と連
通する開口部を設けたダクト接続部材により構成すれば、上述したと同様の効果を奏する
とともに、吸気ダクトと吸気口とを楽に接続することができる。
【００１０】
また、前記選択手段を、前記吸気口に設けられて前記第１開口部または第２開口部を開閉
する開閉部材により構成すれば、吸気ダクトと吸気口とを接続する接続部材を必要としな
くなるため、施工性が更に向上する。
【００１１】
更に、前記開閉部材を、前記吸気口の直径方向に設けられた回動軸と、該回動軸を中心に
回動する弁体とから構成すれば、簡単な構造で施工性を向上させることができる。
【００１２】
また、前記開閉部材を、前記吸気口の中心部に設けられた中心軸と、該中心軸を中心に前
記吸気口の端面に沿って回動する弁体とから構成するようにしても、簡単な構造で施工性
を向上させることができる。
【００１３】
また、前記送風機を、前記２つの排気風路又は前記２つの吸気風路の夫々の風路に配設し
た２つのファンと、該ファンを駆動する１つのモータとで構成すれば、簡単な構成で、上
述した効果を奏することができる。
【００１４】
また、前記送風機を、前記２つの排気風路又は前記２つの吸気風路の夫々の風路に配設し
た２つのファンと、該ファンの夫々を駆動する２つのモータとで構成すれば、夫々のファ
ンを独立して制御することができるので、換気したい部屋に応じてファンを制御すること
ができ、無駄のない換気を行うことができる。
【００１５】
更に、前記モータを、少なくとも１つが前記２つの排気風路又は前記２つの吸気風路の少
なくとも１つの風路に配設すれば、排気風路又は吸気風路内を流れる空気によりモータを
冷却することができ、モータの耐久性を向上することができる。また、モータと接触する
ことにより熱交換された温かい空気が、屋外に連通するダクト内を通過することで、ダク
ト内の結露の発生を低減することができる。
【００１６】
また、前記複数の部屋の１つがトイレであれば、他室への臭いの流れ込みを防止すること
ができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１８】
図１は、本発明の一実施形態に係る多室換気装置の設置例を示す平面図であり、
図２は、本発明の多室換気装置を示す断面図、図３は、本発明の多室換気装置を示す平面
図である。
【００１９】
図１に示すように、多室換気装置は、浴室Ａの天井１０裏に設置されており、装置本体１
の側面に設けた後述する第１吸気口８が、トイレＣの天井にトイレＣ内を臨むように開口
して設けられたトイレ用吸込口１７に接続した吸気ダクト２４と開口部６ａを有するダク
ト接続部材６を介して接続されている。同様に、本体１の側面に設けた後述する第３吸気
口２３が、洗面所Ｂの天井に洗面所Ｂ内を臨むように開口して設けられた洗面所用吸込口
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１５に接続した吸気ダクト２５と開口部７ａを有するダクト接続部材７を介して接続され
ている。
【００２０】
また、本体１の他側面に設けた排気口３９が、屋外に連通する排気ダクト４０に接続され
おり、更に、洗面所Ｂ内及びトイレＣ外の適所には、浴室Ａ、洗面所Ｂ、トイレＣの換気
運転のオン・オフ等を操作する遠隔操作部（以下リモコンという）４１、４３が備えられ
、信号線４５、４７により本体１の制御部（図示せず）に接続されている。
【００２１】
図２及び図３に示すように、本体１は天井１０の開口２０を介して設けられており、その
下部には浴室Ａ内に臨んで化粧パネル１１が設けられている。また、本体１側面に設けた
第１吸気口８には、第１開口部８ａと第２開口部８ｂを形成しており、本体１内部には、
その上部に、第１開口部８ａから排気口３９に至る第１の排気風路１８が形成されている
。そして、その第１の排気風路１８には、第１送風ファン１２と第１モータ２とからなる
第１送風機３が備えられている。また、第１の排気風路１８の排気口３９近傍には、第１
の排気風路１８を開閉するシャッター８０が設けられている。
【００２２】
更に、本体１内部には、その下部に、本体１側面に設けた第３吸気口２３及び化粧パネル
１１に開口した第２吸気口９から排気口３９に至る第２の排気風路１９が形成されており
、第２の排気風路１９には、第２送風機５を構成する第２送風ファン１３が備えられ、こ
の第２送風ファン１３を駆動する第２モータ４が第１の排気風路１８に設けられている。
このように、第２モータ４を第１の排気風路１８に配設すれば、第１の排気風路１８内を
流れる空気により第２モータ４ 却することができ、第２モータ４の耐久性を向上させ
ることができる。また、第２モータ４と接触することにより熱交換された温かい空気が、
屋外に連通する排気ダクト４０内を通過することで、排気ダクト４０内の結露の発生を低
減することができる。
【００２３】
また、天井１０裏には、第１、第３吸気口８、２３と吸気ダクト２４、２５とを連通する
ダクト接続部材６、７が取付けられており、筒状に形成した開口部６ａ、７ａが吸気ダク
ト２４、２５に接続されている。更に、開口部６ａには、第１吸気口８の第２開口部８ｂ
を閉塞する閉塞部６ｂが形成されている。また、開口部７ａには、後述する第３吸気口の
第１開口部２３ａを閉塞する閉塞部７ｂが形成されている。従って、開口部６ａは第１吸
気口８の第１開口部８ａと連通して、第１の排気風路１８と連通し、開口部７ａは第３吸
気口の第２開口部２３ｂと連通して、第２の排気風路１９と連通することになる。
【００２４】
尚、図 に示すように、第１吸気口８の他に、本体１の他側面に第１の排気風路１８又は
第２の排気風路１９に連通する第４吸気口２６を設けたり、第３吸気口２３の他に、本体
１の他側面に第１の排気風路１８又は第２の排気風路１９に連通する第５吸気口２７を設
けて、設置現場のレイアウトに応じて、例えば、第４吸気口２６にはダクト接続部材２８
の開口部２８ａを介して吸気ダクト２４を、第５吸気口２７にはダクト接続部材２９の開
口部２９ａを介して吸気ダクト２５を接続するようにしてもよく（使用しないダクト接続
部材の開口部は塞ぎ部材等により蓋をする）、このようにすれば、配管施工を簡単に行う
ことができる。
【００２５】
図４は、本体１を天井１０裏に設置する状態を示す説明図である。
【００２６】
図４に示すように、天井１０裏には、本体１の第１吸気口８に連通するダクト接続部材６
の開口部６ａの他に、本体１の第３吸気口２３に連通する開口部７ａを有するダクト接続
部材７が設けられており、このダクト接続部材７の開口部７ａは上部半分が閉塞する閉塞
部７ｂを形成している。一方、本体１の第３吸気口２３には、第１開口部２３ａと第２開
口部２３ｂが形成されている。図において、本体１を矢印方向に挿入して天井１０裏に設
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置すると、前述したように、第１吸気口８にはダクト接続部材６の開口部６ａが連通し、
一方、第３吸気口２３にはダクト接続部材７の開口部７ａが連通することになる。ここで
、開口部７ａには、上部半分を閉塞部７ｂで形成しているので、閉塞部７ｂが第３吸気口
２３に形成した第１開口部２３ａを閉塞することになる。従って、開口部７ａは第２開口
部２３ｂと連通し、第２の排気風路１９と連通することになる。尚、本体１の設置現場に
応じて、第１吸気口８にダクト接続部材７を接続して開口部７ａを第２の排気風路１９と
連通させたり、第３吸気口２３にダクト接続部材６を接続して開口部６ａを第１の排気風
路１８と連通させるようにしてもよい。
【００２７】
以上の構成において、他室換気装置の動作を以下に詳述する。
【００２８】
トイレＣ外の適所に備えられたリモコン４３の換気スイッチ（図示せず）オン操作すると
、第１送風機３が駆動してその第１送風ファン１２により、トイレＣ内の空気がトイレ用
吸込口１７から吸気ダクト２４を通り、ダクト接続部材６を介して第１吸気口８の第１開
口部８ａより吸い込まれ、第１の排気風路１８を通って排気口３９から排気ダクト４０を
介して屋外に排気される。この時、シャッター８０は、第１送風ファン１２から吹き出さ
れる空気の風圧により開くが、屋外からの外圧に対しては閉じるように構成されており、
トイレＣ内への逆流を防止するようになっている。また、何らかの要因で浴室Ａ側よりト
イレＣ側が負圧になっても、浴室Ａ内の湿気を含んだ空気がトイレＣ内へ逆流するのを防
止することができる。而して、第２送風機５は駆動しないので、トイレＣのみの単独換気
がなされることになる。
【００２９】
また、洗面所Ｂ内の適所に備えられたリモコン４１の浴室・洗面所換気スイッチ（図示せ
ず）をオン操作すると、第２送風機５が駆動してその第２送風ファン１３により、浴室Ａ
及び洗面所Ｂ内の空気が、化粧パネル１１に開口した第２吸気口９及び洗面所用吸込口１
５から吸気ダクト２５を通り、ダクト接続部材７を介して第３吸気口２３の第２開口部２
３ｂより吸い込まれ、第２の排気風路１９を通って排気口３９から排気ダクト４０を介し
て屋外に排気される。この時、第１送風機３は駆動しないので、浴室Ａ及び洗面所Ｂの換
気がなされることになる。
【００３０】
図５は、選択手段としての他の実施例を示す正面図である。
【００３１】
図５に示すように、選択手段として、上述した実施例のダクト接続部材６、７に代えて、
開閉部材３０、３４により構成したものである。
【００３２】
即ち、第１吸気口８の端面部に設けた支持部３１、３１に回動軸３２を取り付け、この回
動軸３２に、回動軸３２周りに回動するように弁体３３を取付けている。従って、弁体３
３を第１吸気口８の端面部に当接するまで下方に回動させると、第１吸気口８の第２開口
部８ｂが閉塞され、弁体３３を第１吸気口８の端面部に当接するまで上方に回動させると
、第１吸気口８の第１開口部８ａが閉塞されることになる。
【００３３】
一方、第３吸気口２３も同様に、その端面部に設けた支持部３５、３５に回動軸３６を取
り付け、この回動軸３６に、回動軸３６周りに回動するように弁体３７を取付けている。
従って、弁体３７を第３吸気口２３の端面部に当接するまで下方に回動させると、第３吸
気口２３の第２開口部２３ｂが閉塞され、弁体３７を第３吸気口２３の端面部に当接する
まで上方に回動させると、第３吸気口２３の第１開口部２３ａが閉塞されることになる。
【００３４】
図６は、開閉部材の他の実施例を示す正面図である。
【００３５】
図６に示すように、開閉部材９０は、第１吸気口８の端面中心部に設けた中心軸９１と、
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この中心軸９１に、中心軸９１周りに回動自在に設けた弁体９２とから構成されている。
従って、弁体９２を時計周り又は反時計周りに回動させて、第１吸気口８の第２開口部８
ｂを閉塞したり、更に回動させて第１吸気口８の第１開口部８ａを閉塞させることができ
る。
【００３６】
一方、第３吸気口２３も同様に、開閉部材９３を、第３吸気口２３の端面中心部に設けた
中心軸９４と、この中心軸９４に、中心軸９４周りに回動自在に設けた弁体９５とで構成
し、弁体９５を時計周り又は反時計周りに回動させて、第３吸気口２３の第１開口部２３
ａを閉塞したり、更に回動させて第３吸気口２３の第２開口部２３ｂを閉塞させることが
できる。
【００３７】
尚、図５及び図６において、第１吸気口８と第３吸気口２３は、本体１から筒状に延出さ
せて形成しており、この第１吸気口８及び第３吸気口２３に、それぞれ吸気ダクト２４、
２５を接続するようにしている。
【００３８】
図７は、本発明の多室換気装置の他の実施例を示す平面図であり、上述した実施例と同様
の構成は同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００３９】
図７に示すように、本体１と吸気ダクト２４、２５との間に、吸込用チャンバー５０を介
在させて連通するように構成されている。
【００４０】
吸込用チャンバー５０は、その側面に吸気ダクト２４を介してトイレＣと連通する第１吸
込口５３を設けるとともに、他側面に接続ダクト７０を介して本体１に連通する第１供給
口５５が設けられている。また、吸込用チャンバー５０の他側面には、吸気ダクト２５を
介して洗面所Ｂと連通する第２吸込口５４を設けるとともに、他側面に接続ダクト７１を
介して本体１に連通する第２供給口５６が設けられている。
【００４１】
更に、図示していないが、上述した実施例と同様に、第１吸込口５３と第２吸込口５４に
は、上下に第１開口部と第２開口部をそれぞれ設けており、第１吸込口５３の第１開口部
及び第２吸込口５４の第１開口部から第１供給口５５に至る第１の吸込風路５１と、第１
吸込口５３の第２開口部及び第２吸込口５４の第２開口部から第２供給口５６に至る第２
の吸込風路５２を形成している。
【００４２】
そして、吸気ダクト２４と第１吸込口５３とは、筒状の開口部６０ａを有するダクト接続
部材６０により接続されている。同様に、吸気ダクト２５と第２吸込口５４とは、筒状の
開口部６１ａを有するダクト接続部材６１により接続されている。また、ダクト接続部材
６０の開口部６０ａには、第１吸込口５３の第２開口部を閉塞する閉塞部（図示せず）が
設けられ、ダクト接続部材６１の開口部６１ａには、第２吸込口５４の第１開口部を閉塞
する閉塞部（図示せず）が設けられている。
【００４３】
また、本体１には、第１の排気風路１８に連通する第１吸気口８が本体１側面から延出形
成されて接続ダクト７０に接続されている。同様に、第２の排気風路１９に連通する第３
吸気口２３が本体１側面から延出形成されて接続ダクト７１に接続されている。
【００４４】
従って、トイレＣ外の適所に備えられたリモコン４３の換気スイッチオン操作すると、第
１送風機３が駆動してその第１送風ファン１２により、トイレＣ内の空気がトイレ用吸込
口１７から吸気ダクト２４を通り、ダクト接続部材６０を介して吸込用チャンバー５０の
第１吸込口５３の第１開口部から第１の吸込風路５１～第１供給口５５～接続ダクト７０
を経て、本体１の第１吸気口８から第１の排気風路１８を通って排気口３９から排気ダク
ト４０を介して屋外に排気される。この時、第２送風機５は駆動しないので、トイレＣの
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みの単独換気がなされる。
【００４５】
また、洗面所Ｂ内の適所に備えられたリモコン４１の浴室・洗面所換気スイッチをオン操
作すると、第２送風機５が駆動してその第２送風ファン１３により、浴室Ａ及び洗面所Ｂ
内の空気が、化粧パネル１１に開口した第２吸気口９及び洗面所用吸込口１５から吸気ダ
クト２５を通り、ダクト接続部材６１を介して吸込用チャンバー５０の第２吸込口５４の
第２開口部から第２の吸込風路５２～第２供給口５６～接続ダクト７１を経て、本体１の
第３吸気口２３から第２の排気風路１９を通って排気口３９から排気ダクト４０を介して
屋外に排気される。この時、第１送風機３は駆動しないので、浴室Ａ及び洗面所Ｂの換気
がなされる。
【００４６】
尚、本体１の設置現場のレイアウトによっては、ダクト接続部材６０の開口部６０ａの閉
塞部を、第１吸込口５３の第１開口部を閉塞するようにして吸気ダクト２５と接続するよ
うにしたり、ダクト接続部材６１の開口部６１ａの閉塞部を、第２吸込口５４の第２開口
部を閉塞するようにして吸気ダクト２４と接続するようにしてもよい。
【００４７】
上述した内容はあくまで本発明の一実施形態に関するものであって本発明が上記内容のみ
に限定されることを意味されるものではない。例えば、本体１に循環用送風機、ヒータ等
の加熱手段、浴室Ａへの吹出口を備えて、浴室Ａ内に温風を供給することにより、浴室Ａ
内の暖房や、洗濯物等の衣類の乾燥が行えるようにしてもよい。
【００４８】
また、本体１や吸込用チャンバー５０内部の上下に、第１の排気風路１８、第１の吸込風
路５１と、第２の排気風路１９、第２の吸込風路５２をそれぞれ形成するようにしたが、
本体１や吸込用チャンバー５０内部の左右に、第１の排気風路１８、第１の吸込風路５１
と、第２の排気風路１９、第２の吸込風路５２をそれぞれ形成するようにしてもよい。
【００４９】
更に、ダクト接続部材６、７、６０、６１を個々に独立して形成したが、本体１や吸込用
チャンバー５０の同一側面に設ける場合は、ダクト接続部材６、７や クト接続部材６０
、６１を一体的に形成するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る多室換気装置の設置例を示す平面図である。
【図２】本発明の多室換気装置を示す断面図である。
【図３】本発明の多室換気装置を示す平面図である。
【図４】装置本体を天井裏に設置する状態を示す説明図である。
【図５】選択手段としての他の実施例を示す正面図である。
【図６】開閉部材の他の実施例を示す正面図である。
【図７】本発明の多室換気装置の他の実施例を示す平面図である。
【符号の説明】
Ａ…浴室
Ｂ…洗面所
Ｃ…トイレ
１…本体
３…第１送風機
５…第２送風機
６、７、２８、２９、６０、６１…ダクト接続部材（選択手段）
６ａ、７ａ、６０ａ、６１ａ…開口部
６ｂ、７ｂ、６０ｂ、６１ｂ…閉塞部
８…第１吸気口
８ａ、２３ａ…第１開口部
８ｂ、２３ｂ…第２開口部
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９…第２吸気口
１５…洗面所用吸込口
１７…トイレ用吸込口
１８…第１の排気風路
１９…第２の排気風路
２４、２５…吸気ダクト
３０、３４、９０、９３…開閉部材（選択手段）
３９…排気口
４０…排気ダクト
５０…吸込用チャンバー
５１…第１の吸込風路
５２…第２の吸込風路
５３…第１吸込口
５４…第２吸込口
７０、７１…接続ダクト
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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