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(57)【要約】
【課題】簡単な構成で、音の発生及び消費電力の増加を
抑えて室への空気の逆流を抑えるようにした換気装置を
提供する。
【解決手段】浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、常時換気風
量で浴室１００及び他室である洗面脱衣所１０２及びト
イレ１０３を含む建物全体の換気動作を実行する２４時
間換気運転モードと、常時換気風量より風量が少なく設
定された微風量で浴室１００から他室への空気の流れ及
び他室から浴室１００への空気の流れを抑制する微風量
換気運転モードを有し、２４時間換気運転モードを停止
しても、微風量換気運転モードは実行可能となるように
する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一室の空気及び他室の空気を吸い込んで、屋外に排気する送風手段と、
　一室から他室への空気の流れ及び他室から一室への空気の流れを、前記送風手段による
送風で抑制する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、
　第１の換気風量で一室及び他室を含む建物全体の換気動作を実行する第１の換気運転モ
ードと、
　前記第１の換気風量より風量が少なく設定された第２の換気風量で一室から他室への空
気の流れ及び他室から一室への空気の流れを抑制する第２の換気運転モードを有し、
　前記第１の換気運転モードを停止しても、前記第２の換気運転モードは実行可能となる
ようにした
　ことを特徴とする換気装置。
【請求項２】
　前記第１の換気運転モードは、連続的あるいは断続的な常時換気を行い所定時間で一室
及び他室を含む建物全体の空気の入れ替えを行う風量に設定された２４時間換気運転モー
ドである
　ことを特徴とする請求項１に記載の換気装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第２の換気運転モードを実行する所定条件となると、前記第２の
換気風量で換気動作を実行する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の換気装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の換気を行う換気装置に関し、特に、浴室と、トイレ等の他室の換気を
行うことが可能な換気装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物に設置される換気装置として、浴室と、洗面脱衣所及びトイレ等の他室の換気を行
えるようにした浴室換気乾燥暖房装置と称される換気装置が提案されている。
【０００３】
　浴室換気乾燥暖房装置は、浴室の天井に装置本体が設置され、装置本体と他室がダクト
を介して接続される構成であり、浴室と他室が、浴室換気乾燥暖房装置を介して繋がるよ
うな風路が形成されている。
【０００４】
　このため、浴室換気乾燥暖房装置が停止している状態で、各室間での温度の変動や、扉
の開閉による気圧の変動等を要因として、室間で風路を介しての空気の流れが発生し得る
。室間での空気の流れを発生すると、浴室の湿気が他室に流れ、結露が発生する場合があ
る。また、トイレで発生した臭気が浴室に漏れる場合がある。
【０００５】
　そこで、風路中に開閉可能なダンパを備え、空気の逆流を抑えるようにした技術が提案
されている（例えば、特許文献１，２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３６９４５号公報
【特許文献２】実開昭５８－９６４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかし、風路中にダンパを備える構成では、部品点数の増加に伴いコストが上昇する。
また、風路中のダンパが通気抵抗の増加に繋がる。更に、ダンパをモータ等で開閉する構
成とすると、配線作業が必要となり、施工性が悪化する。これに対して、換気運転を継続
して行えば、空気の逆流を抑えることができるが、音の発生及び消費電力の増加に繋がる
。
【０００８】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、簡単な構成で、音の発生
及び消費電力の増加を抑えて室への空気の逆流を抑えるようにした換気装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するため、本発明は、一室の空気及び他室の空気を吸い込んで、屋
外に排気する送風手段と、一室から他室への空気の流れ及び他室から一室への空気の流れ
を、送風手段による送風で抑制する制御手段とを備え、制御手段は、第１の換気風量で一
室及び他室を含む建物全体の換気動作を実行する第１の換気運転モードと、第１の換気風
量より風量が少なく設定された第２の換気風量で一室から他室への空気の流れ及び他室か
ら一室への空気の流れを抑制する第２の換気運転モードを有し、第１の換気運転モードを
停止しても、第２の換気運転モードは実行可能となるようにした換気装置である。
【００１０】
　本発明では、第２の換気運転モードが実行されると、換気装置を介して繋がる風路が形
成される一室と他室の間で、各室へ逆流する空気の流れを抑制する換気が行われる。一室
及び他室の換気が行われる第１の換気運転モードを停止しても、第２の換気運転モードが
実行されることで、各室への空気の逆流が抑えられ、臭気の漏れや結露の発生が抑えられ
る。これにより、空気の逆流を抑制するためのダンパを風路中に設ける必要はない。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の換気装置よれば、一室から他室への空気の流れ及び他室から一室への空気の流
れを抑制する換気風量で換気動作を行う運転モードを備えることで、各室への空気の逆流
を抑えて、臭気の漏れや結露の発生を抑えることができる。
【００１２】
　空気の逆流を抑える換気風量は、通常の換気風量に比較して低く抑えられているので、
音の発生が抑えられ、また、連続的な換気動作でも、消費電力を抑えることができる。
【００１３】
　また、所定の換気風量での運転モードで、各室への空気の逆流を抑えることができるの
で、空気の逆流を抑制するためのダンパを風路中に設ける構成とする必要がなく、ダンパ
が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の一例を示す全体構成図である。
【図２】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の一例を示す内部構成図である。
【図３】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の制御機能の一例を示すブロック図である
。
【図４】操作部の一例を示す構成図である。
【図５】微風量換気運転モードの第１の動作例を示すフローチャートである。
【図６】微風量換気運転モードの第２の動作例を示すフローチャートである。
【図７】微風量換気運転モードの第３の動作例を示すフローチャートである。
【図８】微風量換気運転モードの第４の動作例を示すフローチャートである。
【図９】微風量換気運転モードの第５の動作例を示すフローチャートである。
【図１０】微風量換気運転モードの第６の動作例を示すフローチャートである。
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【図１１】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の制御機能の変形例を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の換気装置としての浴室換気乾燥暖房装置の実施の形態
について説明する。
【００１６】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の構成例＞
　図１は、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の一例を示す全体構成図、図２は、本実
施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の一例を示す内部構成図である。
【００１７】
　本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、図１に示すように、装置本体１０が浴室
１００の天井１００ａに設置される。浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、空気が吸い込まれる
吸込口グリル１１ａ及び空気が吹き出される吹出口グリル１１ｂを備えたフロントパネル
１１が装置本体１０の下面に取り付けられ、フロントパネル１１が浴室１００の天井１０
０ａに露出する。
【００１８】
　浴室１００の天井１００ａに設置された浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、排気ダクト１２
が接続される。排気ダクト１２は、図示しない建物の外壁１０１に設置された屋外グリル
１２ａと接続される。
【００１９】
　また、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、１つあるいは複数の副吸込ダクト、本例では、２
本の副吸込ダクト１３が接続される。一方の副吸込ダクト１３は、他室である洗面脱衣所
１０２の天井に１０２ａに設置された副吸込口グリル１３ａと接続され、他方の副吸込ダ
クト１３は、別の他室であるトイレ１０３の天井に１０３ａに設置された副吸込口グリル
１３ａと接続される。なお、本例では、他室として洗面脱衣所１０２とトイレ１０３の両
方から空気が吸い込まれる構成としたが、どちらか一方から空気が吸い込まれる構成とし
ても良い。
【００２０】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、浴室１００の空気を、装置本体１０の吸込口グリル１１
ａから吸い込んで、排気ダクト１２を介して屋外に排気すると共に、他室である洗面脱衣
所１０２及びトイレ１０３の空気を、副吸込口グリル１３ａから副吸込ダクト１３を介し
て吸い込んで、排気ダクト１２を介して屋外に排気する換気ファン２を備える。
【００２１】
　また、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、浴室１００の空気を、装置本体１０の吸込口グリ
ル１１ａから吸い込んで、装置本体１０の吹出口グリル１１ｂから浴室１００に吹き出す
循環ファン３と、循環ファン３で吹出口グリル１１ｂから浴室１００に吹き出される空気
の温度を制御するヒータ４を備える。
【００２２】
　換気ファン２は、送風手段である換気送風手段の一例で、軸方向から空気を吸い込み、
遠心方向に吹き出す遠心ファンで構成される。換気ファン２は、図２に示すように、多翼
の羽根車２０と、羽根車２０を回転させる換気ファンモータ２１と、風路を形成する換気
ファンケース２２を備える。
【００２３】
　換気ファン２は、羽根車２０の軸方向から空気が吸い込まれ、羽根車２０の遠心方向に
沿った側方に向けて空気が吹き出される換気ファン吹出風路２２ａが、換気ファンケース
２２により形成される。
【００２４】
　循環ファン３は、送風手段である循環送風手段の一例で、換気ファン２と同様に遠心フ
ァンで構成される。循環ファン３は、図２に示すように、多翼の羽根車３０と、羽根車３
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０を回転させる循環ファンモータ３１と、風路を形成する循環ファンケース３２を備える
。
【００２５】
　循環ファン３は、羽根車３０の軸方向から空気が吸い込まれ、羽根車３０の遠心方向に
沿った側方に向けて空気が吹き出される循環ファン吹出風路３２ａが、循環ファンケース
３２により形成される。
【００２６】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、循環ファン３の上側に換気ファン２が配置される構成で
、換気ファン２において、羽根車２０の軸方向に沿った換気ファンケース２２の上面に、
空気が吸い込まれる換気ファン吸込口２２ｂが形成される。
【００２７】
　また、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、換気ファンケース２２及び循環ファンケース３２
の側方に浴室吸込風路２３が形成され、装置本体１０の下面に、浴室吸込風路２３を介し
て換気ファン吸込口２２ｂと連通した換気吸込口２２ｃが形成される。
【００２８】
　更に、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、換気ファンケース２２及び循環ファンケース３２
の上方に他室吸込風路２４が形成され、装置本体１０の一の側面に、他室吸込風路２４を
介して換気ファン吸込口２２ｂと連通した単一または複数の副吸込口、本例では、２つの
副吸込口２２ｄが形成される。
【００２９】
　また、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、装置本体１０の他の側面に、換気ファン２の換気
ファン吹出風路２２ａと連通した排気吹出口２２ｅが形成される。
【００３０】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、装置本体１０の下面の一部が循環ファンケース３２の下
面で構成され、循環ファン３において、羽根車３０の軸方向に沿った循環ファンケース３
２の下面である装置本体１０の下面に、空気が吸い込まれる循環ファン吸込口３２ｂが形
成される。
【００３１】
　また、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、循環ファン３において、循環ファンケース３２の
下面である装置本体１０の下面に、循環ファン吹出風路３２ａと連通して空気が吹き出さ
れる循環ファン吹出口３２ｃが形成され、循環ファン吹出口３２ｃの内側にヒータ４が設
けられる。
【００３２】
　ヒータ４は加熱手段の一例で、本例ではＰＴＣヒータで構成される。浴室換気乾燥暖房
装置１Ａは、ヒータ４が通電されることで発熱し、循環ファン吹出口３２ｃから吹き出さ
れる空気を加熱する。
【００３３】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、装置本体１０の側面及び上面を覆う形状の金属ケース５
を備える。浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、樹脂材料で構成された換気ファンケース２２及
び循環ファンケース３２が金属ケース５で覆われ、金属ケース５と、換気ファンケース２
２及び循環ファンケース３２の側面との間、金属ケース５と、換気ファンケース２２の上
面との間に形成される連通した空間で、浴室吸込風路２３が形成される。
【００３４】
　また、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、金属ケース５と、換気ファンケース２２及び循環
ファンケース３２の上面との間に形成される連通した空間で、他室吸込風路２４が形成さ
れる。
【００３５】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、換気吸込口２２ｃと循環ファン吸込口３２ｂが、フロン
トパネル１１の吸込口グリル１１ａと繋がり、循環ファン吹出口３２ｃが、フロントパネ
ル１１の吹出口グリル１１ｂと繋がる。
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【００３６】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、排気吹出口２２ｅに排気ダクトジョイント５０が取り付
けられ、排気ダクトジョイント５０に排気ダクト１２が接続される。また、浴室換気乾燥
暖房装置１Ａは、本例では２つの副吸込口２２ｄにそれぞれ副吸込ダクトジョイント５１
が取り付けられ、各副吸込ダクトジョイント５１に副吸込ダクト１３が接続される。
【００３７】
　これにより、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、浴室１００と、洗面脱衣所１０２及びトイ
レ１０３が、装置本体１０内の浴室吸込風路２３及び他室吸込風路２４と、副吸込ダクト
１３を介して繋がる風路構成となっている。なお、換気装置としての浴室換気乾燥暖房装
置１Ａは、送風手段として循環ファンと換気ファンを独立して備えた構成としたが、風路
を切り替えるダンパ等を備えることで、１つのファンで換気送風手段と循環送風手段を実
現する構成でも良い。また、換気のみを行う構成でも良い。
【００３８】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の制御機能例＞
　図３は、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の制御機能の一例を示すブロック図であ
る。
【００３９】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、ＣＰＵ及びＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性のメモリ等を有し
た制御部６に、操作部７と、図１及び図２で説明した換気ファンモータ２１と、循環ファ
ンモータ３１と、ヒータ４等が接続される。
【００４０】
　制御部６は制御手段の一例で、予め設定された所定のプログラムに従って実行される運
転モードとして、所定の第１の換気風量で常時の換気運転を行う２４時間換気運転モード
と、２４時間換気運転モードにおける第１の換気風量より風量が少なく設定された第２の
換気風量で換気運転を行う微風量換気運転モードを有する。
【００４１】
　２４時間換気運転モードは第１の換気運転モードの一例で、浴室１００、洗面脱衣所１
０２及びトイレ１０３を含む図示しない建物の全体の換気が行われる。第１の換気風量は
、連続的あるいは断続的な常時換気を行うことで、所定時間で浴室１００、洗面脱衣所１
０２及びトイレ１０３を含む図示しない建物全体の空気が入れ替えられる風量に設定され
る。
【００４２】
　このように、所定時間の常時換気で建物の空気を入れ替えられる第１の換気風量を、常
時換気風量と称す。２４時間換気運転モードでは、常時換気風量で連続的な換気運転を行
っても良いし、所定時間で建物の空気を入れ替えられるように、一定時間換気ファン２を
駆動し、他の一定時間換気ファン２を停止する等、断続的な換気運転で常時換気を行って
も良い。
【００４３】
　微風量換気運転モードは第２の換気運転モードの一例で、浴室換気乾燥暖房装置１Ａを
介して繋がる風路が形成される室間で、一室である浴室１００、他室である洗面脱衣所１
０２、トイレ１０３へ逆流する空気の流れを抑制する換気が行われる。
【００４４】
　浴室換気乾燥暖房装置１Ａが設置された浴室１００と、副吸込ダクト１３を介して浴室
換気乾燥暖房装置１Ａと接続された洗面脱衣所１０２とトイレ１０３は、装置本体１０内
の浴室吸込風路２３及び他室吸込風路２４と、副吸込ダクト１３を介して繋がり、浴室１
００と洗面脱衣所１０２との間、浴室１００とトイレ１０３との間、及び洗面脱衣所１０
２とトイレ１０３との間で空気が流れる風路が形成される。
【００４５】
　このため、各室間での温度の変動や、扉の開閉による気圧の変動等を要因として、室間
で副吸込ダクト１３等による風路を介して空気の流れが発生し得る。室間での空気の流れ
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を発生すると、浴室１００の湿気が洗面脱衣所１０２やトイレ１０３に流れる場合がある
。また、トイレ１０３で発生した臭気が浴室１００に流れる場合がある。
【００４６】
　そこで、装置本体１０内の浴室吸込風路２３及び他室吸込風路２４と、副吸込ダクト１
３を介して風路が繋がる室間での空気の流れを抑制する第２の換気風量で換気運転を行う
微風量換気運転モードを備える。
【００４７】
　微風量換気運転モードでの換気風量である第２の換気風量は、浴室１００から洗面脱衣
所１０２、浴室１００からトイレ１０３への空気の流れで、他室へ逆流する空気の流れ、
及び、洗面脱衣所１０２から浴室１００、トイレ１０３から浴室１００への空気の流れで
、浴室１００へ逆流する空気の流れを抑制し得る程度に設定される。
【００４８】
　また、浴室換気乾燥暖房装置１Ａと複数の他室として、洗面脱衣所１０２とトイレ１０
３が接続される構成では、副吸込ダクト１３と装置本体１０内の他室吸込風路２４を介し
て洗面脱衣所１０２とトイレ１０３が繋がるので、他室間での空気の流れが発生し得る。
このため、他室間での空気の流れを抑制できるように、換気風量が設定される。
【００４９】
　更に、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、排気ダクト１２を介して屋外と繋がり、屋外の風
が強い場合、外部からの空気の流れが排気ダクト１２を逆流し、浴室換気乾燥暖房装置１
Ａから浴室１００内に吹き出される場合がある。このため、外部から逆流する空気の流れ
を抑制できるように、換気風量が設定される。
【００５０】
　ここで、微風量換気運転モードでの換気風量である微風量は、浴室１００に人が居る場
合に、入浴者が寒さを感じるような空気の流れが浴室１００内で発生しない、いわゆるコ
ールドドラフト感がない換気風量に設定される。
【００５１】
　このように、風路を介してつながる室間での空気の流れを抑制して、室への空気の逆流
を抑制し得る第２の換気風量を、微風量と称す。微風量換気運転モードでの微風量は、２
４時間換気運転モードでの常時換気風量より少なく設定される。
【００５２】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、操作部７等での所定の
操作で微風量換気運転モードを実行あるいは停止する。また、制御部６は、操作部７等で
の所定の操作で、２４時間換気運転モード等の他の運転モードを実行あるいは停止し、他
の運転モードの実行あるいは停止に伴って、微風量換気運転モードを実行あるいは停止す
る。
【００５３】
　制御部６は、他の運転モードとして、暖房運転を行う暖房運転モードと、換気運転を行
う換気運転モードと、乾燥運転を行う乾燥運転モードと、涼風運転を行う涼風運転モード
を有する。
【００５４】
　制御部６では、換気運転モードでの換気風量は、２４時間換気運転モードでの常時換気
風量より多い強換気風量に設定される。また、微風量換気運転モードでの換気風量である
微風量が、換気運転モードでの強換気風量より少なく設定される。
【００５５】
　本例では、微風量換気運転モードでの換気風量である微風量は、浴室１００からの換気
風量が３～２０ｍ3／ｈ程度に設定される。また、２４時間換気運転モードでの換気風量
である常時換気風量は、浴室１００からの換気風量が３０～５０ｍ3／ｈ程度に設定され
る。更に、浴室１００の換気を伴う換気運転モード、乾燥運転モード、涼風運転モードで
の換気風量である強換気風量は、浴室１００からの換気風量が６０～７０ｍ3／ｈ程度に
設定される。
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【００５６】
　ここで、微風量換気運転モードにおける微風量は、浴室１００の大きさ、ダクト長等に
応じて変更可能としても良い。例えば、微風量換気運転モードにおける微風量として、３
段階程度の換気風量を選択可能とし、浴室１００の大きさ、ダクト長等に応じて設定可能
としても良い。
【００５７】
　制御部６は、微風量換気運転モードの実行あるいは停止と、他の運転モードの実行ある
いは停止とを連動させる制御として、２４時間換気運転モード自体を停止する操作、暖房
運転モードを開始する操作等、２４時間換気運転モードを停止する所定の操作で、２４時
間換気運転モードを停止しても、微風量換気運転モードが実行されるようにすることで、
常時換気風量での換気に代えて、微風量での換気が継続される制御が行われる。
【００５８】
　また、制御部６は、２４時間換気運転モード、換気運転モード、乾燥運転モードあるい
は涼風運転モードを開始する所定の操作で、運転モードに応じて設定された換気風量で換
気を行い、微風量換気運転モードを停止する制御が行われる。
【００５９】
　図４は、操作部の一例を示す構成図である。操作部７は、運転モード選択ボタンとして
、図１に示す浴室１００及び浴室１００が設置された図示しない建物全体を、所定の換気
風量で常時換気を行う２４時間換気運転モードを選択する２４時間換気運転選択ボタン７
０を備える。
【００６０】
　また、操作部７は、暖房運転モードを選択する暖房運転選択ボタン７１と、換気運転モ
ードを選択する換気運転選択ボタン７２と、乾燥運転モードを選択する乾燥運転選択ボタ
ン７３と、涼風運転モードを選択する涼風運転選択ボタン７４を備える。
【００６１】
　更に、操作部７は、２４時間換気運転モード以外の運転を停止させる停止ボタン７５を
備える。
【００６２】
　また、操作部７は、実行中の運転モード等を視認させるため、ステータスランプ７６を
備える。操作部７は、各運転モード選択ボタンで選択された運転モード等を視認させるた
め、各運転ボタンに対応してステータスランプ７６を備える。
【００６３】
　また、操作部７は、本例では、微風量換気運転モードが実行中であることを示すステー
タスランプ７６ａを備える。更に、操作部７は、現在時刻及び設定時では設定値等が表示
される表示部７７を備える。
【００６４】
　操作部７は、微風量換気運転モードが実行されると、ステータスランプ７６ａを点灯さ
せる。なお、ステータスランプ７６ａを備えず、他の運転モードに対応したステータスラ
ンプ７６を使用して、微風量換気運転モードが実行中であることを示すようにしても良い
。例えば、微風量換気運転モードの実行中は、２４時間換気運転モードに対応したステー
タスランプ７６を点滅させる等、表示状態を切り替えて、微風量換気運転モードが実行中
であることを示すようにしても良い。
【００６５】
　また、微風量換気運転モードが実行中であることの表示を行う構成を備えずに、所定の
文言等で２４時間換気運転モードの停止中でも換気動作が行われている旨の表記を、操作
部７にステッカ等で行って、利用者への注意を換気しても良い。
【００６６】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の動作例＞
　以下に、各図を参照して、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の動作例について説明
する。
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【００６７】
　図５は、微風量換気運転モードの第１の動作例を示すフローチャートで、図５では、２
４時間換気運転モードの停止で微風量換気運転モードを実行する制御について説明する。
【００６８】
　図１に示すように、浴室換気乾燥暖房装置１Ａが浴室１００に設置され、各ダクトの設
置、操作部７の設置及び電気工事が終了すると、図５のステップＳＡ１で、図示しないブ
レーカの操作で装置本体１０に通電される。
【００６９】
　制御部６は、図５のステップＳＡ２で、２４時間換気運転モードが選択される操作部７
での所定の操作として、図４に示す操作部７で２４時間換気運転選択ボタン７０が押され
ると、図５のステップＳＡ３で２４時間換気運転モードを実行して、常時換気風量で換気
運転を行う。すなわち、制御部６は、常時換気風量が得られるように、図２等に示す換気
ファンモータ２１で換気ファン２を駆動する。
【００７０】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、２４時間換気運転モー
ドの実行中に、図５のステップＳＡ４で、２４時間換気運転モードの停止が選択される操
作部７での所定の操作が行われると、図５のステップＳＡ５で微風量換気運転モードを実
行する。
【００７１】
　すなわち、制御部６は、微風量が得られるように、図２等に示す換気ファンモータ２１
で換気ファン２を駆動して、常時換気風量を微風量に切り換えて換気運転を行う。
【００７２】
　また、操作部７に微風量換気運転モードが実行中であることを示すステータスランプ７
６ａを備える構成では、制御部６は、微風量換気運転モードを実行すると、ステータスラ
ンプ７６ａを点灯させて、２４時間換気運転モードを停止しても、換気運転が継続してい
ることを利用者に通知する。これにより、２４時間換気運転モードが停止されても、常時
換気風量より少ない微風量での換気運転が継続される。
【００７３】
　微風量換気運転モードが実行されると、風路を介して繋がる室間での空気の流れが抑制
され、室への空気の逆流が抑制されるので、２４時間換気運転モードを停止しても、例え
ば、トイレ１０３で発生した臭気が、浴室換気乾燥暖房装置１Ａの吸込口グリル１１ａか
ら浴室１００に漏れることが防止される。
【００７４】
　また、浴室１００内で発生した湿気が副吸込ダクト１３を逆流することが抑制され、洗
面脱衣所１０２及びトイレ１０３の副吸込口グリル１３ａで結露が発生することが防止さ
れる。
【００７５】
　更に、外部からの風が排気ダクト１２を逆流することが抑制され、浴室換気乾燥暖房装
置１Ａの吸込口グリル１１ａから外気が浴室１００に漏れることが防止される。
【００７６】
　微風量換気運転モードでの換気風量は、２４時間換気運転モードでの換気風量に比較し
て低く抑えられているので、換気ファン２の回転数を抑えることができ、２４時間換気運
転モードと比較して、換気ファン２での音の発生が抑えられ、連続的な換気動作でも、２
４時間換気運転モードと比較して消費電力を抑えることができる。また、換気ファン２の
換気ファン吸込口２２ｂを換気ファンケース２２の上面に備えたことでも、音の外部への
漏れを抑えることができる。
【００７７】
　制御部６は、微風量換気運転モードの実行中に、図５のステップＳＡ２で、２４時間換
気運転モードが選択される操作部７での所定の操作が行われると、図５のステップＳＡ３
で２４時間換気運転モードを実行して、微風量を常時換気風量に切り替えて換気運転を行
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う。これにより、微風量換気運転モードから２４時間換気運転モードを再開できる。
【００７８】
　なお、図５では２４時間換気運転モードを停止した後、操作部７での操作による手動で
２４時間換気運転モードを再開する例について説明したが、２４時間換気運転モードを一
時停止する構成では、２４時間換気運転モードを停止して微風量換気運転モードを実行し
た後、所定の停止時間の経過で、微風量換気運転モードを停止して２４時間換気運転モー
ドを再開しても良い。
【００７９】
　また、２４時間換気運転モードが選択される所定の操作としては、暖房運転モード等の
他の運転モードが選択されて、他の運転モードが実行された後、２４時間換気運転モード
が開始される場合であっても良い。更に、２４時間換気運転モードの停止が選択される操
作部７での所定の操作が行われると、微風量換気運転モードを実行することとしたが、２
４時間換気運転モードが選択される所定の操作で、２４時間換気運転モードと微風量換気
運転モードの両方を実行し、まず、常時換気風量で２４時間換気運転を行うと共に、実際
の運転を切り替える所定の操作、時間の経過、状態の検知等で風量を微風量に切り替える
ようにしても良い。
【００８０】
　図６は、微風量換気運転モードの第２の動作例を示すフローチャートで、図６では、操
作部７等での操作で微風量換気運転モードを実行する制御について説明する。
【００８１】
　図１に示すように、浴室換気乾燥暖房装置１Ａが浴室１００に設置され、各ダクトの設
置、操作部７の設置及び電気工事が終了すると、図６のステップＳＢ１で、図示しないブ
レーカの操作で装置本体１０に通電される。
【００８２】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、図６のステップＳＢ２
で、微風量換気運転モードが選択される操作部７での所定の操作、例えば、図４に示す操
作部７で予め設定された複数の操作ボタンを押す操作、あるいは、微風量換気運転モード
を選択する専用の操作ボタンが押されると、図６のステップＳＢ３で微風量換気運転モー
ドを実行して、微風量で換気運転を行う。すなわち、制御部６は、微風量が得られるよう
に、図２等に示す換気ファンモータ２１で換気ファン２を駆動する。
【００８３】
　微風量換気運転モードが実行されると、上述したように、風路を介して繋がる室間での
空気の流れが抑制され、室への空気の逆流が抑制されるので、２４時間換気運転モードを
実行せずとも、例えば、トイレ１０３で発生した臭気が、浴室換気乾燥暖房装置１Ａの吸
込口グリル１１ａから浴室１００に漏れることが防止される。
【００８４】
　また、浴室１００内で発生した湿気が副吸込ダクト１３を逆流することが抑制され、洗
面脱衣所１０２及びトイレ１０３の副吸込口グリル１３ａで結露が発生することが防止さ
れる。
【００８５】
　更に、外部からの風が排気ダクト１２を逆流することが抑制され、浴室換気乾燥暖房装
置１Ａの吸込口グリル１１ａから外気が浴室１００に漏れることが防止される。
【００８６】
　制御部６は、微風量換気運転モードの実行中に、図６のステップＳＢ４で、他の運転モ
ードが選択される操作部７での所定の操作が行われると、図６のステップＳＢ５で、選択
された運転モードに応じた制御を行う。なお、以上の説明では、操作部７での操作で微風
量換気運転モードを開始するようにしたが、浴室換気乾燥暖房装置１Ａのフロントパネル
１１等に操作スイッチを設けて、装置本体１０側での操作で微風量換気運転モードを開始
できるようにしても良い。
【００８７】
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　図７は、微風量換気運転モードの第３の動作例を示すフローチャートで、図７では、電
源の投入で微風量換気運転モードを実行する制御について説明する。
【００８８】
　図１に示すように、浴室換気乾燥暖房装置１Ａが浴室１００に設置され、各ダクトの設
置、操作部７の設置及び電気工事が終了すると、図７のステップＳＣ１で、図示しないブ
レーカの操作で装置本体１０に通電される。
【００８９】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、装置本体１０に通電さ
れたことを検知すると、図７のステップＳＣ２で微風量換気運転モードを実行して、微風
量で換気運転を行う。すなわち、制御部６は、微風量が得られるように、図２等に示す換
気ファンモータ２１で換気ファン２を駆動する。
【００９０】
　電源の投入の検知で微風量換気運転モードが実行されることで、微風量換気運転モード
、あるいは、２４時間換気運転モードを実行する操作をしなくても、室への空気の逆流が
抑制され、臭気の漏れ、結露の発生、外気の漏れ等が防止される。
【００９１】
　制御部６は、微風量換気運転モードの実行中に、図７のステップＳＣ３で、他の運転モ
ードが選択される操作部７での所定の操作が行われると、図７のステップＳＣ４で、選択
された運転モードに応じた制御を行う。なお、以上の説明では、通電の検知で電源の投入
直後に微風量換気運転モードを開始するようにしたが、通電を検知すると、所定の待機時
間の経過の後、微風量換気運転モードを開始できるようにしても良い。
【００９２】
　図８は、微風量換気運転モードの第４の動作例を示すフローチャートで、図８では、２
４時間換気運転モードの実行中に暖房運転モードと連動して微風量換気運転モードを実行
する制御について説明する。
【００９３】
　制御部６は、図８のステップＳＤ１で、常時換気風量で２４時間換気運転モードが実行
されている間に、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、図８のステップＳＤ
２で、暖房運転モードが選択される操作部７での所定の操作として、図４に示す操作部７
で暖房運転選択ボタン７１が押されると、図８のステップＳＤ３で暖房運転モードを実行
すると共に、２４時間換気運転モードを停止して、微風量換気運転モードを実行する。
【００９４】
　すなわち、制御部６は、循環ファンモータ３１で循環ファン３を駆動すると共にヒータ
４に通電して、浴室１００の空気を循環させながら温風を吹き出す。また、制御部６は、
微風量が得られるように換気ファンモータ２１で換気ファン２を駆動して、常時換気風量
を微風量に切り換えて換気運転を行う。
【００９５】
　暖房運転モードで微風量換気運転モードが実行されると、風路を介して繋がる室間での
空気の流れが抑制され、室への空気の逆流が抑制されるので、浴室１００の暖房中に、例
えば、トイレ１０３で発生した臭気が、浴室換気乾燥暖房装置１Ａの吸込口グリル１１ａ
から浴室１００に漏れることが防止される。
【００９６】
　また、浴室１００内で発生した湿気が副吸込ダクト１３を逆流することが抑制され、洗
面脱衣所１０２及びトイレ１０３の副吸込口グリル１３ａで結露が発生することが防止さ
れる。
【００９７】
　更に、外部からの風が排気ダクト１２を逆流することが抑制され、浴室換気乾燥暖房装
置１Ａの吸込口グリル１１ａから外気が浴室１００に漏れることが防止される。
【００９８】
　ここで、微風量換気運転モードでの換気風量である微風量は、上述したように、室への
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空気の逆流を抑制し得ることに加えて、浴室１００に人が居る場合に、入浴者が寒さを感
じるような空気の流れが浴室１００内で発生しないコールドドラフト感がない換気風量に
設定される。これにより、暖房運転モードで微風量換気運転モードが実行されても、入浴
者が換気に伴う寒さを感じることが防止される。
【００９９】
　制御部６は、図８のステップＳＤ４で、暖房運転モードが実行されて所定の暖房運転時
間が経過すると、図８のステップＳＤ５で暖房運転モード及び微風量換気運転モードを停
止すると共に、２４時間換気運転モードを再開する。
【０１００】
　すなわち、制御部６は、循環ファンモータ３１及びヒータ４の駆動を停止すると共に、
常時風量が得られるように換気ファンモータ２１で換気ファン２を駆動して、微風量を常
時換気風量に切り替えて換気運転を行う。これにより、暖房運転モードから２４時間換気
運転モードを再開できる。
【０１０１】
　なお、暖房運転モードでは、吹き出される空気が温風であっても風が当たることで入浴
者が寒さを感じる場合がある。このため、入浴前に浴室１００の暖房を行い、入浴中は暖
房運転を停止する予備暖房運転モード等と称す暖房運転モードも実行可能である。
【０１０２】
　このような暖房運転モードでは、暖房運転モードが選択される操作部７での所定の操作
で、暖房運転モードを実行して暖房運転を開始すると共に、２４時間換気運転モードを停
止して、微風量換気運転モードを実行する。暖房運転モードが実行されて所定の予備暖房
運転時間が経過すると、暖房運転モードでの暖房運転を停止し、微風量換気運転モードは
継続する。
【０１０３】
　暖房運転モードでの暖房運転を停止して、所定の微風量換気運転時間が経過すると、微
風量換気運転モードを停止すると共に、２４時間換気運転モードを再開する。これにより
、入浴中は、微風量換気運転モードが継続され、入浴者が寒さを感じることなく、臭気の
漏れ等の室への空気の逆流が抑制される。なお、暖房運転モードを実行して、２４時間換
気運転モードを停止した後、所定の待機時間経過後に、微風量換気運転モードを実行して
も良い。また、予備暖房運転時間の経過後に、微風量換気運転モードを実行しても良い。
【０１０４】
　更に、入浴中は温風の風量を低下させて暖房運転を行う入浴中暖房運転モード等と称す
暖房運転モードも実行可能である。
【０１０５】
　このような暖房運転モードでは、暖房運転モードが選択される操作部７での所定の操作
で、循環ファン３での風量を所定の強風量として暖房運転モードを実行して暖房運転を開
始すると共に、２４時間換気運転モードを停止して、微風量換気運転モードを実行する。
暖房運転モードが実行されて所定の予備暖房運転時間が経過すると、循環ファン３での風
量を強風量より弱い所定の弱風量に切り替えて暖房運転を継続すると共に、微風量換気運
転モードを継続する。
【０１０６】
　所定の入浴中暖房運転時間が経過すると、暖房運転モード及び微風量換気運転モードを
停止すると共に、２４時間換気運転モードを再開する。これにより、入浴中は、微風量換
気運転モードが継続され、入浴者が寒さを感じることなく、臭気の漏れ等の室への空気の
逆流が抑制される。なお、暖房運転モードを実行して、２４時間換気運転モードを停止し
た後、所定の待機時間経過後に、微風量換気運転モードを実行しても良い。また、予備暖
房運転時間が経過後に、微風量換気運転モードを実行しても良い。
【０１０７】
　図９は、微風量換気運転モードの第５の動作例を示すフローチャートで、図９では、２
４時間換気運転モードの停止中に暖房運転モードと連動して微風量換気運転モードを実行
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する制御について説明する。
【０１０８】
　本例では、図５等で説明したように、２４時間換気運転モードの停止中に微風量換気運
転モードが実行されており、２４時間換気運転モードが停止されている間に、暖房運転モ
ードが選択されると、微風量換気運転モードを継続して、暖房運転モードが実行される。
【０１０９】
　すなわち、制御部６は、図９のステップＳＥ１で、微風量で微風量換気運転モードが実
行されている間に、図９のステップＳＥ２で、暖房運転モードが選択される操作部７での
所定の操作が行われると、図９のステップＳＥ３で暖房運転モードを実行すると共に、微
風量換気運転モードを継続する。
【０１１０】
　制御部６は、図９のステップＳＥ４で、暖房運転モードが実行されて所定の暖房運転時
間が経過すると、図９のステップＳＥ５で暖房運転モードを停止すると共に、微風量換気
運転を継続する。これにより、２４時間換気運転モードを停止しても、微風量換気運転モ
ードが継続され、入浴者が寒さを感じることなく、臭気の漏れ等の室への空気の逆流が抑
制される。なお、暖房運転モードの停止後、微風量換気運転モードから２４時間換気運転
モードに移行するようにしても良い。
【０１１１】
　図１０は、微風量換気運転モードの第６の動作例を示すフローチャートで、図１０では
、２４時間換気運転モードの停止中に換気を伴う他の運転モード、本例では換気運転モー
ドを実行する制御について説明する。
【０１１２】
　図５で説明したように、２４時間換気運転モードが停止すると、微風量換気運転モード
が実行される。制御部６は、図１０のステップＳＦ１で、微風量で微風量換気運転モード
が実行されている間に、図１０のステップＳＦ２で、換気運転モードが選択される操作部
７での所定の操作として、図４に示す操作部７で換気運転選択ボタン７２が押されると、
図１０のステップＳＦ３で換気運転モードを実行すると共に、微風量換気運転モードを停
止する。
【０１１３】
　すなわち、制御部６は、強換気風量が得られるように換気ファンモータ２１で換気ファ
ン２を駆動して、微風量を強気風量に切り換えて換気運転を行う。
【０１１４】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、図１０のステップＳＦ
４で、換気運転モードが実行されて所定の暖房運転時間が経過すると、図１０のステップ
ＳＦ５で換気運転モードを停止すると共に、微風量換気運転モードを再開する。
【０１１５】
　すなわち、制御部６は、微風量が得られるように換気ファンモータ２１で換気ファン２
を駆動して、強換気風量を微風量に切り替えて換気運転を行う。これにより、換気運転モ
ードから微風量換気運転モードを再開できる。
【０１１６】
　ここで、２４時間換気運転モードの停止中に乾燥運転モードあるいは涼風運転モードを
実行する制御も同様である。なお、乾燥運転モード等の停止後、微風量換気運転モードか
ら２４時間換気運転モードに移行するようにしても良い。
【０１１７】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の変形例＞
　図１１は、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置の制御機能の変形例を示すブロック図
である。制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、浴室１００、洗
面脱衣所１０２及びトイレ１０３での予め設定された状態の検知に伴って、微風量換気運
転モードを実行あるいは停止するようにしても良い。
【０１１８】
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　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、浴室１００への人の入
室を検知すると、微風量換気運転モードを実行する。浴室１００への人の入室を検知する
ために、例えば、図１に示す浴室１００に状態検知手段として人感センサ８０を備える。
制御部６は、人感センサ８０の出力信号から、浴室１００への人の入室を検知し、浴室１
００に人が居ると判断すると、微風量換気運転モードを実行する。
【０１１９】
　または、状態検知手段として浴室１００の図示しない照明スイッチの操作を検知する操
作検知センサ８１を備える。制御部６は、操作検知センサ８１の出力信号から、浴室１０
０の照明が点灯させられたことを検知すると、浴室１００に人が居ると判断して、微風量
換気運転モードを実行する。
【０１２０】
　制御部６は、人感センサ８０または操作検知センサ８１の出力信号から、浴室１００か
ら人が退室したと判断すると、微風量換気運転モードを停止する。なお、浴室１００に人
が入室したと判断すると、所定の待機時間経過後に、微風量換気運転モードを実行しても
良い。
【０１２１】
　また、浴室１００から人が退室したと判断すると、一定時間、微風量換気運転モードを
してから停止しても良いし、微風量換気運転モードを、微風量換気運転モードが停止され
る操作がされるまで、あるいは他の運転モードが実行されるまで継続しても良い。
【０１２２】
　更に、洗面脱衣所１０２あるいはトイレ１０３等の他室に人感センサを備える、または
、他室の照明スイッチの操作を検知する操作検知センサを備え、微風量換気運転モードを
実行する所定条件として、他室への人の入室を検知すると、微風量換気運転モードを実行
するようにしても良い。
【０１２３】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、トイレ１０３での臭気
を検知すると、微風量換気運転モードを実行する。トイレ１０３での臭気を検知するため
に、例えば、図１に示すトイレ１０３に状態検知手段として臭気センサ８２を備える。制
御部６は、臭気センサ８２の出力信号から、トイレ１０３での臭気の発生を検知し、トイ
レ１０３内の臭気が所定値になったと判断すると、微風量換気運転モードを実行する。
【０１２４】
　制御部６は、臭気センサ８２の出力信号から、トイレ１０３内の臭気が所定値を下回っ
たと判断すると、微風量換気運転モードを停止する。なお、トイレ１０３内の臭気が所定
値を下回ったと判断すると、一定時間、微風量換気運転モードをしてから停止しても良い
し、微風量換気運転モードを、微風量換気運転モードが停止される操作がされるまで、あ
るいは他の運転モードが実行されるまで継続しても良い。
【０１２５】
　また、臭気センサ８２は、図１に示す副吸込ダクト１３あるいは図２に示す他室吸込風
路２４等の風路中に備えても良い。
【０１２６】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、浴室１００等での湿度
を検知し、微風量換気運転モードを実行する。浴室１００等での湿度を検知するために、
例えば、浴室１００に状態検知手段として湿度センサ８３を備える。制御部６は、湿度セ
ンサ８３の出力信号から、浴室１００内の湿度を検知し、浴室１００内の湿度が所定値に
なったと判断すると、微風量換気運転モードを実行する。
【０１２７】
　制御部６は、湿度センサ８３の出力信号から、浴室１００内の湿度が所定値を下回った
と判断すると、微風量換気運転モードを停止する。なお、浴室１００内の湿度が所定値を
下回ったと判断すると、一定時間、微風量換気運転モードをしてから停止しても良いし、
微風量換気運転モードを、微風量換気運転モードが停止される操作がされるまで、あるい
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は他の運転モードが実行されるまで継続しても良い。
【０１２８】
　また、湿度センサ８３は、図２に示す装置本体１０内の各風路、図１に示す副吸込ダク
ト１３等の風路中に備えても良いし、副吸込ダクト１３で接続された洗面脱衣所１０２、
トイレ１０３等の他室に備えても良い。
【０１２９】
　制御部６は、微風量換気運転モードを実行する所定条件として、外部からの空気の流れ
を検知し、微風量換気運転モードを実行する。外部からの空気の流れを検知するために、
例えば、排気ダクト１２、あるいは屋外グリル１２ａに状態検知手段として風速センサ８
４を備える。制御部６は、風速センサ８４の出力信号から、外部からの空気の流れを検知
し、外部からの空気の流れが所定値になったと判断すると、微風量換気運転モードを実行
する。
【０１３０】
　制御部６は、風速センサ８４の出力信号から、外部からの空気の流れが所定値を下回っ
たと判断すると、微風量換気運転モードを停止する。なお、外部からの空気の流れが所定
値を下回ったと判断すると、一定時間、微風量換気運転モードをしてから停止しても良い
し、微風量換気運転モードを、微風量換気運転モードが停止される操作がされるまで、あ
るいは他の運転モードが実行されるまで継続しても良い。なお、外部からの空気の流れを
検知する外気検知手段として、風速センサ以外に、風圧センサ、風量センサを備えても良
い。
【０１３１】
　所定の状態の検知で微風量換気運転モードが実行されることで、微風量換気運転モード
の実行時間が削減され、消費電力を抑えることができる。また、音の発生を抑えることが
できる。ここで、浴室換気乾燥暖房装置１Ａは、上述した状態検知手段の何れか、または
状態検知手段を組み合わせて備えると良い。
【０１３２】
　上述したように、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房装置１Ａでは、微風量換気運転モー
ドを備えることで、２４時間換気運転モードを停止する操作等、換気を行わないという選
択が利用者等によりなされても、微風量換気運転モードを実行することで、室への空気の
逆流が抑制され、臭気の漏れ、結露の発生、外気の漏れ等が防止される。
【０１３３】
　このため、副吸込ダクトジョイント５１にダンパを備えなくても、トイレ１０３から浴
室１００への臭気の漏れ、浴室１００の湿度上昇に伴う洗面脱衣所１０２及びトイレ１０
３での副吸込口グリル１３ａでの結露の発生を抑えることができる。
【０１３４】
　また、排気ダクトジョイント５０にダンパを備えなくても、外気の浴室１００への漏れ
を抑えることができる。このように、各ダクトジョイントにダンパを備えない構成とでき
ることで、ダンパが風路中に存在しないことで通気抵抗を減らすことができる。通気抵抗
の要因となるダンパが不要になることで、従前と同一性能を得るのであれば、換気ファン
２の回転数を減らすことができ、低騒音化が図れる。また、ダンパが不要になることで、
部品点数の削減によりコストを低減することができる。
【０１３５】
　但し、各ダクトジョイントにダンパを備える構成としても良い。微風量換気運転モード
を備えることで、ダンパに要求される気密性を下げることができ、パッキン等の気密保持
部材を省略することができる。これにより、ダンパを備えても、部品点数を削減して、コ
ストの低減を図ることができる。また、気密保持部材を省略することで、ダンパ開閉時に
パッキン同士の衝突音の発生を抑えることができる。そして、微風量換気運転モードを備
えた構成で、更にダンパを備えることで、空気の逆流をより確実に抑制できる。更に、ダ
ンパを備えることで、外部からの空気の流れでダンパが回転する際の角度情報等を利用し
て、空気の流れを検知する検知手段を構成することも可能である。
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【０１３６】
　なお、副吸込口グリル１３ａ等に手動で開閉するシャッタを備えることで、臭気の漏れ
を抑えることはできるが、シャッタの開閉を利用者が行わなければならず、手間が掛かる
。また、風路中などに匂いを吸収するフィルタを備えることで、臭気の漏れを抑えること
はできるが、別部品が必要となりコスト上昇に繋がる。同様に、風路中などに吸湿フィル
タを備えることで、結露の発生を抑えることはできるが、別部品が必要となりコスト上昇
に繋がる。また、副吸込口グリル１３ａ等の風量中に芳香機能を備え、臭気を別の匂いに
置き換えるようにすることも考えられるが、臭気自体を減らすことはできず、湿度の上昇
を抑えることもできない。本実施の形態では、換気風量を調整した運転モードの実行で、
空気の逆流を抑えることで、利用者の手間を省き、また、コストの上昇を抑えることがで
きる。
【実施例】
【０１３７】
　微風量換気運転モードを実行した場合に、他室である洗面脱衣所に湿気が流れ込むか確
認した。本例では、微風量換気運転モードでの換気風量である微風量は、浴室１００から
の換気風量を７ｍ3／ｈとした。
【０１３８】
　微風量換気運転モードを実行した実施例では、所定時間経過後でも湿度の上昇が抑えら
れ、結露の発生を見られなかった。これに対して、微風量換気運転モードを実行しない比
較例では、散水開始直後にダクト内の湿度上昇が見られ、時間の経過と共に洗面脱衣所１
０２の湿度も上昇した。また、結露の発生が見られた。
【０１３９】
　ここで、換気風量を３ｍ3／ｈ程度にまで下げても、湿度の上昇が抑えられ、結露の発
生を見られなかった。また、換気風量を２０ｍ3／ｈ程度にまで上げても、浴室１００に
人が居る場合に、入浴者が寒さを感じるような空気の流れが浴室１００内で発生せず、運
転音も低く抑えられた。
【０１４０】
　以上の結果から、浴室１００からの換気風量を３～２０ｍ3／ｈ程度の微風量で微風量
換気運転モードを実行すると、ダクト内及びダクトで浴室１００と接続された他室である
洗面脱衣所１０２とも、周囲と同湿度を維持できることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１４１】
　本発明は、一室と他室の換気を行える換気装置に適用される。
【符号の説明】
【０１４２】
　１Ａ・・・浴室換気乾燥暖房装置、１０・・・装置本体、１１・・・フロントパネル、
１１ａ・・・吸込口グリル、１１ｂ・・・吹出口グリル、１２・・・排気ダクト、１２ａ
・・・屋外グリル、１３・・・副吸込ダクト、１３ａ・・・副吸込口グリル、２・・・換
気ファン、２０・・・羽根車、２１・・・換気ファンモータ、２２・・・換気ファンケー
ス、２２ａ・・・換気ファン吹出風路、２２ｂ・・・換気ファン吸込口、２２ｃ・・・換
気吸込口、２２ｄ・・・副吸込口、２２ｅ・・・排気吹出口、２３・・・浴室吸込風路、
２４・・・他室吸込風路、３・・・循環ファン、３０・・・羽根車、３１・・・循環ファ
ンモータ、３２・・・循環ファンケース、３２ａ・・・循環ファン吹出風路、３２ｂ・・
・循環ファン吸込口、３２ｃ・・・循環ファン吹出口、４・・・ヒータ、５・・・金属ケ
ース、５０・・・排気ダクトジョイント、５１・・・副吸込ダクトジョイント、６・・・
制御部、７・・・操作部、７０・・・２４時間換気運転選択ボタン、７１・・・暖房運転
選択ボタン、７２・・・換気運転選択ボタン、７３・・・乾燥運転選択ボタン、７４・・
・涼風運転選択ボタン、７５・・・停止ボタン、７６・・・ステータスランプ、７７・・
・表示部、１００・・・浴室、１００ａ・・・天井、１０１・・・外壁、１０２・・・洗
面脱衣所、１０２ａ・・・天井、１０３・・・トイレ、１０３ａ・・・天井
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