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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉及び換気装置を備えたサウナ室と、サウナ室内温度を高める加熱装置と、加熱装置の熱
出力を制御してサウナ室内温度を所定値に保持する温度制御装置と、サウナ室内の高温部
に定期的に一定量の水を供給する加湿装置とを具備する高温低湿度のサウナ装置のサウナ
室内温湿度をシーケンシャルに制御する方法であって;
温度制御装置により加熱装置の熱出力を制御し、サウナ室内温度を60℃以上、110 ℃以下
の温度に保つ中温保持期間ＰＬと、
中温保持期間ＰＬの直後に設けられ、温度制御装置による制御とは無関係に加熱装置の熱
出力を増大させ、サウナ室内温度を、５Ｋ以上、20Ｋ以下の温度範囲で強制的に上昇させ
る強制昇温期間ＰＨと、
強制昇温期間ＰＨの終期から中温保持期間ＰＬの初期の間の所定時期において加湿装置を
作動させる加湿期間ＰＷと、
から成る温湿度制御サイクルを繰り返し実行することを特徴とする上記のサウナ装置の温
湿度制御方法。
【請求項２】
中温保持期間ＰＬが、５分間以上、15分間以下に設定された、請求項１に記載のサウナ装
置の温湿度制御方法。
【請求項３】
強制昇温期間ＰＨが、３分間以上、10分間以下に設定された、請求項１又は２に記載のサ
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ウナ装置の温湿度制御方法。
【請求項４】
　　加湿期間ＰＷが、３０秒間以上、９０秒以下に設定された、請求項１ないし３の何れ
か一に記載のサウナ装置の温湿度制御方法。
【請求項５】
少なくとも強制昇温期間ＰＨ及び加湿期間ＰＷの間中、換気装置を作動させることを含む
、請求項１ないし４の何れか一に記載のサウナ装置の温湿度制御方法。
【請求項６】
扉及び換気装置を備えたサウナ室と、サウナ室内温度を高める加熱装置と、加熱装置の熱
出力を制御してサウナ室内温度を所定値に保持する温度制御装置と、サウナ室内の高温部
に定期的に一定量の水を供給する加湿装置とを具備する高温低湿度のサウナ装置において
;
請求項１ないし５の何れか一に記載の温湿度制御方法を実施し得る制御装置を備えた上記
のサウナ装置。
【請求項７】
換気装置が、サウナ室内の空気よりも温度及び絶対湿度の低い空気を連続的又は間欠的に
サウナ室内へ強制的に流入させる強制換気装置である、請求項６に記載のサウナ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はサウナ室を自動的に加湿する装置を備えたサウナ装置及びその温湿度制御方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
古くからヨーロッパでは、薪や石炭を燃料とし、上部にサウナストーンと呼称される石を
置き、サウナ室を主として空気対流によって加熱すると共に、加熱された石や入浴者の人
体に水をかけて、サウナ室を急速に加湿するサウナ浴が広く愛用されていた。
その後、薪や石炭の代りに電力を熱源とするサウナヒータが普及し、当該ヒータの上部に
積載され加熱された石に、入浴者が手作業で水を掛けて蒸気を発生させ、サウナ室を加湿
するサウナ装置が、世界各地で最も広く利用されるようになった。
【０００３】
更にまた、電力より安価なガスを燃料とし、電力と同様にサウナ室の空気を加熱し、その
空気対流によってサウナ室全体を加熱すると共に、ガスの燃焼熱により加熱された石に水
をかけて加湿するサウナ装置も利用され始めた。この様なガス焚きのサウナ浴装置は、ヨ
ーロッパでは、１９９６頃より知られ始め、ガスの燃焼熱を熱源とするサウナヒータも普
及し始めた。日本でも、ガス焚きのサウナ浴装置は下記の特許文献１～３等に開示されて
おり、一般にも知られ始めた。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１０－２０１８１３号公報
【０００５】
【特許文献２】
特開平１１－２２１２６５号公報
【０００６】
【特許文献３】
特開２００２－３６９８６６号公報（特願２００１－１７９２７５号）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記の如く、電力やガスの燃焼熱を熱源とするサウナ装置が普及しているが、近年のサウ
ナ室加熱装置は、サウナ室の温度を温度調節器で検出し、該温度調節器の接点動作で、電
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力やガスの熱発生量を増減して、サウナ室の温度を一定に保つよう自動制御されるように
なっている。
このサウナ室加熱装置に水をかけて加湿する場合、サウナ室の温度が温度調節器の設定温
度より低い場合は、加熱装置が大出力で作動しており、電力やガスの熱発生量が多く、加
熱装置上に置かれた石（サウナストーン）も充分に加熱されているので、水をかけると石
の保有熱により、水が蒸発してサウナ室を急速に加湿することが出来る。
しかしながらサウナ室の温度が温度調節器の設定温度より高い場合には、加熱装置は小出
力又は停止状態に切り換えられており、電力やガスによる熱発生量は少なく、或いは停止
されている。そのため、サウナ室加熱装置上の石は加熱されておらず、低温で保有熱量も
少ないので、石に水をかけても蒸発量が少なく、充分な加湿が行われない。
このように、サウナ室を加湿するため入浴者が水をかけても、サウナ加湿装置の作動状況
に応じて、加湿出来る場合と、加湿出来ず又は不充分な加湿しか行われない場合があると
言う、解決すべき第１の課題があった。
【０００８】
また、入浴者が不特定多数の場合、水を多量にかける人と、ほとんどかけない人があり、
更に入浴者の数も変化するので、加湿量が一定せず、相対湿度が様々に変化する。そのた
め、サウナ室の温度は一定に保たれるようになっていても、入浴者の体感では、熱すぎた
り、熱くなかったりし、入浴者が望む体感が得られない言う、解決すべき第２の課題があ
った。加湿量が極端に多い場合には、サウナ室の内装材が結露により損傷すると言う問題
さえ発生する。
【０００９】
更にまた、加湿する水の量を加減してサウナ室の湿度を調節しようとする場合、サウナ室
の換気が重要な問題となる。従来のサウナ室は、一般に固定された自然換気用の通風口と
、入浴者のドアの開閉にとよる自然通風により換気を行っている。このような自然通風に
よる換気では、サウナ室の立地条件や天候、季節、入浴者数等により、同じ広さであって
も換気量が様々に変化し、必要な換気量が得られない場合がある。若し換気が全く行われ
ない場合、加湿した水の量だけサウナ室の絶対湿度が上昇し続け、最後にはスチームサウ
ナの様になり、スチームサウナより高温な為、火傷の恐れさえ生じる。
このように、サウナ室の湿度を調節するには、加湿量のみならず、サウナ室の換気量が重
要な要素となっており、サウナ室のより望ましい換気方法を開発する必要があると言う、
第３の課題があった。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決する為、本発明は：
扉及び換気装置を備えたサウナ室と、サウナ室内温度を高める加熱装置と、加熱装置の熱
出力を制御してサウナ室内温度を所定値に保持する温度制御装置と、サウナ室内の高温部
に定期的に一定量の水を供給する加湿装置とを具備する高温低湿度のサウナ装置のサウナ
室内温湿度をシーケンシャルに制御する方法であって;
温度制御装置により加熱装置の熱出力を制御し、サウナ室内温度を60℃以上、110 ℃以下
の温度に保つ中温保持期間ＰＬと、
中温保持期間ＰＬの直後に設けられ、温度制御装置による制御とは無関係に加熱装置の熱
出力を増大させ、サウナ室内温度を、５Ｋ以上、20Ｋ以下の温度範囲で強制的に上昇させ
る強制昇温期間ＰＨと、
強制昇温期間ＰＨの終期から中温保持期間ＰＬの初期の間の所定時期において加湿装置を
作動させる加湿期間ＰＷと、
から成る温湿度制御サイクルを繰り返し実行することを特徴とする上記のサウナ装置の温
湿度制御方法を提供するものである。
上記中温保持期間ＰＬにおいて、サウナ室内温度を、通常の高温低湿度のサウナより低い
60℃以上、110 ℃以下とする理由は、その後の強制昇温期間ＰＨにおいて温度が過昇状態
となるのを防止するためである。60℃未満であるとサウナ浴に適した熱さが体感できず、
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他方、110 ℃を超えると火傷等の危険を生じる。
また、強制昇温期間ＰＨにおいて、上昇させる温度範囲を５Ｋ以上、20Ｋ以下とする理由
は、５Ｋ未満では昇温効果が不充分で、加湿装置を作動させても急速な加湿が困難であり
、他方、20Ｋを超えると入浴者に火傷等の危険を生じるためである。
【００１１】
上記中温保持期間ＰＬは、５分間以上、15分間以下に設定されることが望ましい。５分未
満であると、入浴者が適度の温度でゆったりと入浴できる期間が短すぎて疲れやすく、ま
た、15分を超えると、熱い期間が相対的に短くなり、発汗も少なく、もの足りなく感じる
からである。
【００１２】
上記強制昇温期間ＰＨは、３分間以上、10分間以下に設定されることが望ましい。３分未
満であると、サウナストーンや加熱装置が充分に加熱、蓄熱されず、散水時に充分な加湿
が行われず、また、10分を超えると、サウナ室の温度が長時間高温となり、入浴者がこれ
に耐えることが困難になるからである。
【００１３】
上記加湿期間ＰＷは、30秒間以上、90秒間以下に設定されることが望ましい。30秒未満で
あると、そのような短時間に加湿に必要なだけの水をサウナストーン等の表面に噴霧する
ことが困難であり、また、90秒を超えると、過剰な加湿となったり、蒸発しきれない水が
生じる等の不都合があるからである。
【００１４】
少なくとも強制昇温期間ＰＨ及び加湿期間ＰＷの間中は、換気装置を作動させ、サウナ室
内の空気よりも温度及び絶対湿度の低い空気を連続的又は間欠的にサウナ室内へ強制的に
流入させるよう構成することが推奨される。
【００１５】
上記の如き構成を有する本発明を、その解決すべき前記第１～３の課題との関連において
、より具体的に説明すれば、次の通りである。
本発明に係るサウナ装置においては、サウナ室の温度を、第１タイマーに設定された一定
時間（中温保持期間ＰＬ）、温度調節器の動作によりサウナ加熱装置の熱出力をオンオフ
することによって、通常のサウナよりやや低い温度（60℃～110 ℃）に保持する様に制御
する。この一定時間後に、第２タイマーに設定された一定時間（強制昇温期間ＰＨ）、上
記温度調節器の設定温度とは無関係に、強制的にサウナ加熱装置の熱出力を増加させて、
サウナ室のみならず、サウナ加熱装置上の石等の蓄熱材等をも加熱する。次いで、蓄熱材
の温度が充分上昇した時点で、第３タイマーに設定された一定時間（加湿期間ＰＷ）、水
を蓄熱材にかけて加湿する。
加湿終了後、再び第１タイマーに設定された一定時間（ＰＬ）、温度調節器の動作により
、通常のサウナよりやや低い温度（60℃～110 ℃）に保持し、以下上記と同様のサイクル
を繰り返す。
このように、第１タイマーに設定された一定時間（ＰＬ）、温度調節器の動作により通常
のサウナよりやや低い温度（中温60℃～110 ℃）に保つ理由は、前記のとおり、次の強制
的にサウナ加熱装置の熱出力を増加させる段階で、サウナ室の温度が過昇しない様にする
ためである。
【００１６】
このように、加熱装置と加湿装置を自動制御することにより、石に水をかけて加湿する際
には、石は必ず高温に加熱され、蓄熱されているので、かけられた水は瞬間的に蒸発し、
サウナ室が急速に加湿される。このまま強制的にサウナ加熱装置の熱出力を高く保ち続け
るとサウナ室の温度が過昇するので、加湿終了後は、サウナ加熱装置の熱出力を自動的に
減少させてサウナ室の温度を低下させ、次の熱出力の増加に備える。この様に自動制御す
れば、水をかけると必ず加湿され、サウナ室の温度も過昇しない快適なサウナ装置が得ら
れる。
従って、本発明によるときは、前記第１の課題が解決されるものである。
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【００１７】
また、本発明装置では、加湿する時間と量は、タイマー等により総て自動制御されるので
、入浴者が個々に加湿する場合に比べて、加湿しすぎたり、加湿が不足したりして、相対
湿度が高すぎて熱過ぎたり、相対湿度が低すぎて熱くなかったりと入浴者の体感温度が大
きく異なる度合いが少なく、これにより、前記第２の課題が解決される。
【００１８】
本発明においては、上記の如く、温度を低く保つ時間帯（中温保持期間ＰＬ）を設けるこ
とにより、サウナ室の温度の過昇が防止されるが、自動的に繰り返し石に水をかけてサウ
ナ室を加湿するので、若しサウナ室の換気が不十分な場合には、相対湿度が過昇し、温度
は低くともスチームサウナの様に熱すぎると言う問題が生じる。
そこで、本発明においては、絶対湿度がサウナ室空気より低い常温の外気で、サウナ室内
の空気を一定量づつ換気する強制換気装置を設けることによって、前記第３の課題を解決
するようにした。
即ち、自然通風による自然換気だけでは、サウナ室の立地条件や天候、季節、入浴者数等
により、換気量は個々に且つ時々刻々変化するので、これに応じて加湿量を調節すること
は困難である。また、相対湿度を検出して加湿量を加減しようとしても、サウナの様な高
温の空気の湿度を確実に、且つ安価に検出できる機器はほとんど提供されていない。
そこで、送風機を用いて、新鮮な外気でサウナ室の空気を一定量づつ強制的に換気するよ
うにすれば、サウナ室の相対湿度の調節は、強制換気を行わない場合に比較してかなり容
易になる。即ち、加湿すべき量は、強制換気によって失われる水蒸気の量と自然換気によ
って失われる水蒸気の量の和であるが、一方の強制換気により失われる水蒸気の量は推定
でき、もう一方の自然換気によって失われる水蒸気の量は強制換気により失われる水蒸気
の量に比べて格段に少ないので、強制換気によって失われる水蒸気の量より若干多めの水
を自動的に補給することにより、相対湿度を大まかに自動調節することが可能になる。
このように、サウナ室の空気を強制的に換気すると言う構成を採用することにより、時間
当たり換気量と換気時間から実際の換気量が概算でき、これに基づいて、加湿すべき水量
が大まかに推定できるので、サウナ室の温度の自動調節が可能となり、前記第３の課題が
解決できるものである。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつゝ本発明を具体的に説明する。
図１は、本発明に係るサウナ装置の一実施例の要部を示す説明図であり、このサウナ装置
は、本発明者が出願中の前記特開２００２－３６９８６６号公報（特願２００１－１７９
２７５号）に記載のガスの燃焼熱を熱源とするサウナ装置を利用したものである。
図２は、本発明に係るサウナ装置において、温湿度の自動制御を行うための制御回路の一
実施例の説明図である。
図３は、本発明に係るサウナ装置が稼働中の熱出力と時間との関係を説明するグラフであ
り、その縦軸は熱出力を、横軸は時間の経過を示す。
図４は、本発明に係るサウナ装置が稼働中のサウナ室の温度と相対湿度の時間的変化を説
明するグラフであり、その左側縦軸はサウナ室の温度、右側縦軸は相対湿度を示し、横軸
は時間の経過を示す。また、図４のグラフにおいて、実線は温度の変化を、点線は相対湿
度の変化を模式的に示したものである。
【００２０】
図１中、101 はサウナ室、102 は機械室、103 は耐火性の仕切壁、104 は仕切壁103 に設
けた貫通孔、105 はサウナ加熱装置、106 は加熱装置105 内の燃焼管、107 は通風間隙、
108 はバーナ、109 はバーナ用吸引ブロアー、110 は冷却送風機、111 は通風冷却管、11
2 はサウナストーン、113 は散水管、114 は温度調節器である。
サウナ加熱装置105 のバーナ用吸引ブロアー109 が起動した後、バーナ108 が起動しガス
燃焼が開始されると、冷却送風機110 が起動し、機械室102 内に供給される新鮮な空気を
通風冷却管111 を介して、通風間隙107 に送り、燃焼管106 の外面を冷却しながら加熱さ
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れた空気は、サウナストーン112 の隙間を通過してサウナ室101 内に供給される。散水管
113 は、サウナ加熱装置105 の上部に置かれたサウナストーン112 に、適時水を掛けてサ
ウナ室101 を加湿する為に設けられている。温度調節器114 は、サウナ室の温度を自動制
御により所定の範囲内に保つよう動作する。
【００２１】
以下、図２、図３及び図４を併せて参照しつつ説明する。
図２の起動スイッチＣＳを入れると、温度調節器114 の接点ＴＣを通じてバーナ駆動装置
ＢＣに電源が入り、バーナ用吸引ブロアー109 と加熱装置105 内のバーナ108 とが起動し
、同時に冷却送風機110 のモータＰＦにも電源が入り、冷却送風機110 が起動する。
図示した実施例において、温度調節器114 の設定温度は75℃に設定されており、75℃を超
えて温度が上昇すると、図２の温度調節器114 の接点ＴＣが切れて、バーナ駆動装置ＢＣ
が停止し，燃焼が停止する。その後サウナ室101 の温度が低下し、75℃以下に下がると、
温度調節器114 の接点ＴＣが入り、バーナ駆動装置ＢＣが再度起動し燃焼が開始される。
【００２２】
以下、サウナ室101 の温度が充分上昇し、サウナ室101 が通常に使用されている時点、即
ち、図３及び図４の左側に示すａ時より説明を開始する。
図３、図４のグラフの左側に示すａ時では、図４の実線で示すサウナ室温度のグラフの通
り、サウナ室101 の温度が83～84℃程度と高いので、ａ時以降は温度調節器114 の接点Ｔ
Ｃが切れて、バーナ108 が自動停止し、熱出力は図３の通り０となる。サウナ室101 の相
対湿度は、ａ時寸前までサウナストーン112 に散水して加湿されていた為上昇し続け、図
４のグラフの点線で示す通り17～18％でサウナ室101 の温度の低下に反比例する様に急上
昇する。即ち加湿を停止したので絶対湿度はあまり上昇しないが、バーナ108 の自動停止
によるサウナ室101 の温度の低下に伴い相対湿度は上昇し、更に散水した水の残りも蒸発
する為、図４の点線で示すとおりａ時より暫くは上昇し続ける。その後はバーナが停止し
、サウナ室101 のドアの開閉等の自然換気により、温度が低く絶対湿度が低い浴室等の外
気が流入するので、徐々に相対湿度は低下する。
【００２３】
サウナ室101 の温度が75℃以下に低下すると、温度調節器114 の接点ＴＣが入り、バーナ
108 が自動的に起動し燃焼を開始する。同時に図２に示すモータＰＦに電源が入って冷却
送風機110 が起動し、機械室102 内の新鮮な空気を通風冷却管111 を介して、通風間隙10
7 に送り、燃焼管106 の外面を冷却しながら加熱された空気は、サウナストーン112 の隙
間を通過してサウナ室101 内に圧送される。該圧送された新鮮な空気量と同量のサウナ室
101 内の高温で絶対湿度が高い汚れた空気が室外に押し出されて強制的に換気される。該
圧送された新鮮な空気は、サウナ室101 内空気より絶対湿度が低く、これによりサウナ室
101 内空気の絶対湿度が低下し始め、ｄ時からｂ時まで、バーナ108 は温度調節器114 の
接点ＴＣの動作により図３に示すとおりオンオフしながら、図４の実線で示すとおりサウ
ナ101 内の温度を75℃程度の一定温度に保っている。一方の相対湿度はドアの開閉や前記
の冷却送風機110 による換気により低下し続ける。
【００２４】
上記のような温度調節器114 の接点ＴＣの動作とは無関係（独立）に、図３、図４のグラ
フの左側に示すａ時においては、図２に示された、時間を10分にセットされたタイマーＴ
1 のコイルに、非励磁状態でオンとなるのタイマーＴ3 のＢ接点Ｔ3 －Ｂ1 を介して電源
が入り、これにより、ａ時より10分が経過したｂ時になると、タイマーＴ1 が励磁され、
図２に示すＴ1 のＡ接点Ｔ１－Ａ1 が入り、バーナ駆動装置ＢＣと冷却送風磯110 のモー
タＰＦは、温度調節器114 の接点ＴＣの動作とは無関係に強制的に起動する。タイマーＴ
1 のＡ接点Ｔ1 －Ａ1 が入ると、これと同時に、図２に示すとおり、タイマーＴ1 のＡ接
点Ｔ1 －Ａ2 が入り、時間を5 分にセットされたタイマーＴ2 のコイルに電源が入る。
【００２５】
このｂ時以降、図３に示すとおり、バーナ１０８ と冷却送風機１１０ はサウナ室１０１
 の室温と無関係に駆動し続け、そのため図４のグラフの実線で示すとおり７５℃前後で
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あったサウナ室１０１ の温度は上昇し続け、他方、点線で示すとおり１３％程度であっ
たサウナ室の相対湿度は、温度の上昇に伴い低下し続ける。温度が上昇すると絶対湿度が
同じでも相対湿度は低下し、更に強制換気の効果も加わり相対湿度がより急速に低下し続
ける。
この様にしてバーナ１０８ と冷却送風機１１０ がサウナ室１０１ の温度とは無関係に
駆動し続けると、サウナ室１０１ の温度は上昇し続け、燃焼管１０７ とサウナストーン
１１２ も加熱され続ける。
【００２６】
以上の如く、バーナ駆動装置ＢＣと冷却送風機110 のモータＰＦは、温度調節器114 の接
点ＴＣの動作とは無関係に強制的に起動状態が続き、燃焼管106 とサウナストーン112 が
充分に加熱された５分後の図３、図４のｃ時になると、タイマーＴ2 が励磁し、図２に示
すＴ2 のＡ接点Ｔ2 －Ａ1 が入ると、図２に示すとおり、時間を１分にセットされたタイ
マーＴ3 のコイルに電源が入る。同時にタイマーＴ2 のＡ接点Ｔ2 －Ａ2 が入り、非励磁
でオンのＴ3 のＢ接点Ｔ3 －Ｂ2 を介して水電磁弁（図示省略）のコイルＷＳに電源が入
り、散水管113 よりサウナ加熱装置105 の燃焼管106 とサウナストーン112 に水が噴霧さ
れ、充分に熱された燃焼管106 とサウナストーン112 に霧状に噴霧された水は瞬間的に蒸
発し、サウナ室101 を急速に加湿する。燃焼管106 の温度は、燃焼が少なくとも５分間以
上は連続約に続いていたため、実験では大凡500 ～600 ℃程度に加熱され、サウナストー
ン112 も200 ～300 ℃程度に加熱されており、そのため、噴霧された水は瞬間的に蒸発し
、燃焼管106 やサウナストーン112 が冷却されるまでの間に、必要と思われる水量の殆ど
を蒸発させる事ができた。若干の水が燃焼管106 やサウナストーン112 の間を通過して下
に落下したが、下部に設置されている熱放射管群に接触して蒸発し、必要と思われる量の
供給水は総て数分以内に蒸発した。このように急速に加湿が行われる理由は、蓄熱材の熱
容量の問題だけではなく、サウナ室101 の空気は、図４のｃ時で明らかなとおり、温度が
84℃、相対湿度が５％以下と言う高温で非常に乾燥した空気であるため、噴霧された水の
一部が蓄熱材に到達する前に蒸発すると言う効果も加わり、加湿する速度が早まったもの
である。
【００２７】
水を噴霧して加湿する状態が１分間続くと、図３、図４の右側のａ時となり、タイマーＴ
3 が励磁し、図２に示すＴ3 のＢ接点Ｔ3 －Ｂ2 が切れ、Ｔ2 のＡ接点Ｔ2 －Ａ2 を介し
て通電していた水電磁弁（図示省略）のコイルＷＳの電源が切れ、水の噴霧が停止する。
同時にＴ3 のＢ接点Ｔ3 －Ｂ1 が切れて、タイマーＴ1 の電源が切れ、タイマーＴ2 を励
磁していたタイマーＴ1 のＡ接点Ｔ1 －Ａ2 が切れてタイマーＴ2 が非励磁となり、タイ
マーＴ3 を励磁していたタイマーＴ2 のＡ接点Ｔ2 －Ａ1 も切れるのでタイマーＴ3 も非
励磁となる。タイマーＴ1 が非励磁となるとＴ1 のＡ接点Ｔ1 －Ａ1 が切れ、強制的にバ
ーナ駆動装置ＢＣと冷却送風機110 のモータＰＦを駆動させていた回路がオフとなり、バ
ーナ駆動装置ＢＣと冷却送風機110 のモータＰＦは、75℃に設定された温度調節器114 の
接点ＴＣの動作のみでオンオフする状態に復帰する。タイマーＴ3 が非励磁となった時、
Ｔ3 のＢ接点Ｔ3 －Ｂ1 が入るのでタイマーＴ1 に電源が入り、回路的には、再び段落［
００２４］の始めに説明した状態となり、以下、同じ動作を繰り返し行うこととなる。
【００２８】
以上は、装置とその駆動状態の説明であるが、次に、この様に温度と相対湿度が変化する
サウナ室101 に入浴している入浴者の体感の変化の観点から説明する。
説明の便宜上図３及び図４のｄ時より説明を開始する。
ｄ時におけるサウナ室101 の温度と相対湿度は、図４の実線と点線で示すとおり、温度が
75℃、相対湿度が18％である。その前のａ時に於いてサウナ室101 の温度は83℃程度あり
、温度調節器114 の設定温度75℃より大幅に高いので、バーナ駆動装置ＢＣと冷却送風機
110 のモータＰＦは自動停止し、サウナ室101 の温度は暫く低下し続け、相対湿度は、ａ
時で水の噴霧を停止しているが、瞬時に蒸発しなかったサウナ加熱装置105 内の残留水等
がその後蒸発するため、ａ時以降暫くは絶対湿度が上昇し、且つ温度が低下するので、相
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対湿度も暫くは上昇し続ける。
【００２９】
その後、自然換気の効果もあり、グラフの通り相対湿度は徐々に低下し始める。ｄ時より
少し前に漸く温度が75℃以下となったので、図３に示す如く、温度調節器114 の接点ＴＣ
が入り、バーナ108 が燃焼を開始して熱出力が100 ％となり、その結果ｄ時ではサウナ室
101 の温度が若干上昇し、温度の低下による相対湿度の上昇効果は無くなる。また、冷却
送風機110 が、バーナ108 と同時に起動しており、機械室102 内に供給される新鮮で絶対
湿度の低い空気を、通風冷却管111 、通風間隙107 を介してサウナ室101 内に送り込むた
め、これと同量の、高温で絶対湿度が高く、汚れた空気が排出され、サウナ室101 が換気
される。従って、20％程度まで上昇していた相対湿度は低下し始め、ｄ時には相対湿度が
18％程度まで低下する。
【００３０】
この時の入浴者の体感を考えると、温度が75℃、相対湿度が18％のサウナ室空気の露点温
度は約39℃と人体の温度より高いので、皮膚の近くの空気中の水蒸気は人体に熱を奪われ
、温度が低下し結露する。この時の人の肌の表面は、75℃の空気が36℃近くまで低下する
ことによる熱量と、結露した水蒸気が水に戻る時の潜熱の双方によって加熱される。相対
湿度が低ければ、汗が蒸発するとき人体から熱を奪い人体を冷やすことが出来るが、皮膚
の表面の相対湿度は、ほぼ100 ％近くとなり、汗の蒸発による冷却効果も無いので、通常
のドライサウナに比べ、同じ75℃でもはるかに熱く感じられ、当然汗腺が開き激しく発汗
する。
【００３１】
温度調節器114 が75℃に設定されているので、ｄ時以降は、該温度調節器114 の動作によ
り、バーナ108 がオンオフ動作を繰り返し、サウナ室温度はほぼ75℃程度に自動調節され
、バーナ108 と連動する冷却送風機110 の換気効果と扉の開閉による自然換気の効果とに
より、絶対湿度は徐々に低下し、相対湿度も同様に徐々に低下する。時間が経過し、図３
、図４のｂ時には、図４の実線と点線で示すとおり、温度が約75℃、相対湿度が約12％と
なり、この空気の露点温度は32℃で、皮膚近くで温度が下がった空気の相対湿度は、75％
程度なのでｄ時よりはやや低下し、わずかながら汗を蒸発させるので、温度が同じ75℃で
もｄ時よりは熱さが和らぐ。
【００３２】
ｂ時からは前述のとおり、図２記載のタイマーＴ1 が励磁し、バーナ108 はサウナ室101 
の温度とは無関係に燃焼し続け、サウナ室101 の温度は図４の実線に示すとおり急速に上
昇し始め、冷却送風機110 も連続して強制換気するので、絶対湿度の低下が促進され、相
対湿度は、絶対湿度の低下と温度の上昇との相乗効果によりグラフの点線で示すとおり、
より急速に低下する。バーナ108 は燃焼し続けるので、燃焼管106 とサウナストーン112 
は加熱され続け、温度上昇と蓄熱を続ける。ｃ時近くでは、温度84℃、相対湿度５％程度
となり、この時、皮膚近くで温度の低下した空気の相対湿度は45％程度となり、乾燥した
空気となるため、急速に汗を蒸発させる。この状態が、通常の加湿を行わないドライサウ
ナと言われるサウナと同じ状態である。温度は高く、大変乾いた空気なので汗が多量に蒸
発する、現在我が国で最も広く用いられているサウナ浴の状態である。
【００３３】
ｃ時になると、図２で説明したとおり、タイマーＴ2 のＡ接点Ｔ2 －Ａ1 が入り、同時に
Ｔ2 のＡ接点Ｔ2 －Ａ2 が入り、非励磁でオンのタイマーＴ3 のＢ接点Ｔ3 －Ｂ2 を介し
て水電磁弁（図示省略）のコイルＷＳに電源が入り、散水管113 より燃焼管106 とサウナ
ストーン112 に水が噴霧され、充分に加熱され蓄熱された燃焼管106 とサウナストーン11
2 に霧状に噴霧された水は、瞬間的に蒸発してサウナ室101 を急速に加湿する。その後１
分経過すると図３、図４の右側のａ時となり、タイマーＴ3 が励磁し、Ｂ接点のＴ3 －Ｂ
2 が切れ、水電磁弁のコイルＷＳが切れて水の噴霧が停止する。同時に、サウナ室101 の
温度は83℃程度と温度調節器114 の設定温度75℃より大幅に高いので、バーナ駆動装置Ｂ
Ｃと冷却送風機110 のモータＰＦは自動停止し、サウナ室101 の温度は暫く低下し続ける
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。この時点では散水は既に停止しているが、瞬時に蒸発せずにサウナストーン112 に付着
したり加熱装置105 内に残留していた水が蒸発し続けるため、暫くは絶対湿度が上昇し、
且つ温度が低下するので相対湿度は暫くは急速に上昇し続ける。
【００３４】
ｃ時前後の温度や相対湿度の変化は上記の如くであるが、この時のサウナ入浴者の体感の
変化について以下に述べる。
実験用のサウナ室のベンチに座って入浴実験を行った処、ｃ時に水を噴霧してからすぐに
、まるで天井から熱の波が降りて来たような体感が得られた。これは、瞬間的に蒸発した
水蒸気を含んだ高温で絶対湿度の高い空気が、加熱装置105 より上昇し、天井に達したの
ち、若干温度下がり重くなって下降し、人浴者の皮膚に接触して結露し、多量の潜熱を皮
膚に与えると共に、温度の低下により皮膚に与えられる熱量によって、急速に人体が加熱
され、劇的な体感を生じさせたものである。古くからの北欧のサウナで、入浴者が石や人
体に水を掛け、瞬間的に相対湿度を高めて、多量に発汗するサウナ浴が愛用されていたが
、そのときの体感を、本発明では現代の技術を用いて、より劇的に全自動で再現すること
が出来た。
【００３５】
水の噴霧を停止したａ時直後においても、図４に示すとおり、サウナ室の温度は約84℃、
相対湿度は約15％であり、露点は約42℃なので、入浴者の皮膚近くで、空気温度が皮膚と
同程度まで低下すると結露し、結露による潜熱と空気の温度低下による熱の双方により人
体は加熱され、皮膚の温度を低下させようとして行われる発汗も高湿度の為蒸発せず、皮
膚は激しく加熱され続ける。
【００３６】
温度調節器114 の動作とは無関係にバーナ駆動装置ＢＣと冷却送風機110 のモータＰＦを
駆動させていたタイマーＴ1 のＡ接点Ｔ1 －Ａ1 がａ時に切れると、バーナ駆動装置ＢＣ
と冷却送風機110 のモータＰＦは、再び温度調節器114 の動作によって制御されるように
なるが、サウナ室101 の温度が80℃以上と、温度調節器114 の設定温度75℃より高いので
、バーナ108 と冷却送風機110 は自動停止し、燃焼が停止する。
燃焼が停止するとサウナ室101 の温度は低下し始め、温度が低下すると絶対湿度が変化し
なくとも相対湿度は上昇し、入浴者はやや蒸し熱く感じ、水噴霧による急速加湿の影響で
激しく発汗した汗腺も発汗を続ける。
【００３７】
バーナ108 の燃焼が停止し続けるので、サウナ室101 の温度は徐々に低下し、温度の低下
により上昇していた相対湿度も、ドアの開閉等による換気によって横ばい又は徐々に低下
し始める。このように温度も相対湿度も低下するので、入浴者が感じる熱さも徐々に和ら
ぎ始める。
ｄ時になると、サウナ室101 の温度が温度調節器114 の設定温度75℃程度まで低下し、温
度調節器114 の接点ＴＣがオンとなって、バーナ108 が燃焼を開始し、同時に冷却送風機
110 も起動して、温度も湿度もより低い機械室102 内の新鮮な空気でサウナ室101 が換気
される。サウナ室の温度は75℃程度と低く、相対湿度も低下し続けるので、入浴者は低温
のドライサウナに入浴している状態となり、余り熱くなく、相対湿度が低いので発汗した
汗も蒸発し、人体から蒸発潜熱を奪って人体を冷却するので、楽に入浴できる。但し、サ
ウナ浴としては余り熱くなく、やや物足りなく感じることとなる。
ａ時前後の急激な発汗により体力を消耗していた入浴者も、温度や相対湿度が低く、余り
熱くないサウナ浴で一息つき、体力を回復することができる。
【００３８】
ｂ時になるとタイマーＴ1 の動作により、バーナ108 は、温度調節器114 の動作とは無関
係に再び燃焼を開始し、サウナ室101 の温度は上昇し続け、冷却送風機110 の強制換気の
効果により相対湿度は低下し続ける。この時のサウナ室101 においては、乾燥した高温の
サウナ浴装置、即ち従来から広く用いられていたフィンランド式サウナ浴装置と同様な体
感が得られる。
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【００３９】
【発明の効果】
本発明方法及び装置には様々な効果があるが、最も大きな第一の効果は、入浴者が様々に
異なった体感のサウナ浴を、一回だけのサウナ浴で体験できることである。
例えば、前記段落［００３７］で述べたとおり、図４のｄ時に入浴した人の場合、ｄ時か
ら６～７分間のサウナ室は、温度が75℃、相対湿度は15％前後である。この空気の露点温
度は、丁度体温程度であるので、汗が蒸発しにくく75℃程度と温度は余り高くないが、汗
の蒸発による体からの熱の放出がないので、適度に発汗しながら、ゆったりと入浴出来る
。
この後も強制換気により、徐々に相対湿度が低下しつづけ、発汗した汗は蒸発し始めるの
で、体から熱が奪われ、熱さが更に和らいで、よりゆったりと入浴出来る。
【００４０】
図４のｂ時になると前記段落［００３２］及び［００３８］で述べたとおり、バーナ108 
は、温度調節器114 の動作とは無関係に燃焼し始め、サウナ室101 の温度は上昇し続け、
強制換気の効果により相対湿度は低下し続ける。
このｂ時からｃ時までの間は、蒸発した汗は乾いた高温の空気により素早く蒸発し、体か
ら熱が奪われながらも、高温の空気により加熱され続ける。
従って、この時のサウナ室101 内では、乾燥した高温のサウナ浴装置、即ち従来から広く
用いられているフィンランド式のドライサウナと同様な体感が得られる。
【００４１】
ｃ時になると、前記段落［００３３］に記載のとおり、散水管113 より燃焼管107 とサウ
ナストーン112 に水が噴霧される。充分に熱せられ蓄熱された燃焼管106 とサウナストー
ン112 の表面に霧状に噴霧された水は瞬間的に蒸発し、サウナ室101 を急速に加湿する。
その後１分経過し、図３、図４の右側のａ時になると、タイマーＴ3 が励磁し、Ｂ接点の
Ｔ3 －Ｂ2 が切れ、水電磁弁のコイルＷＳへの通電が断たれて、水の噴霧が停止する。こ
の時、サウナ室101 の温度は83℃程度あり、温度調節器114 の設定温度75℃よりも大幅に
高いので、バーナ駆動装置ＢＣと冷却送風機110 のモータＰＦは自動停止し、サウナ室10
1 の温度は暫くのあいだ低下し続ける。この時点で水の噴霧は停止しているが、瞬時に蒸
発せずサウナストーン112 や加熱装置105 内に付着していた残留水が蒸発し続け、そのた
め暫くは絶対湿度が上昇し且つ温度が低下するので、相対湿度は暫くのあいだ上昇し続け
る。
【００４２】
この時のサウナ入浴者の体感の変化を調べるため、実験用のサウナ室のベンチに座って入
浴実験を行った処、ｃ時に水を噴霧してからすぐに、まるで天井から熱の波が降りて来た
ような体感が得られた。これは、瞬間的に蒸発した水蒸気を含む高温で絶対湿度の高い空
気が、加熱装置105 より上昇し、天井を伝いながら、若干温度下がり重くなって下降し、
入浴者の皮膚に接触して結露し、多量の潜熱を皮膚に与えると共に、温度の低下により空
気から皮膚に与えられた熱によって急速に人体が加熱されたため、劇的な体感が得られた
ものである。古くからの北欧のサウナで、入浴者が石や人体に水を掛け、瞬間的に相対湿
度を高めて、多量に発汗するサウナ浴が愛用されていたが、そのときの体感を、本発明で
は現代の技術を用いて、より劇的に全自動で再現することが出来た。
【００４３】
入浴者の上記の如き体感の変化を要約すれば、次のとおりである。
（１）ｄ時から６～７分間：
低温で相対湿度がやや高く、汗の蒸発が少ないので、温度のわりには、熱さを感じるサウ
ナ浴となる。
（２）ｂ時の数分前の時期からｂ時まで：
低温で相対湿度が低く、汗はやや蒸発しやすいので、本サウナ浴中最も熱くなく、ゆった
り入浴出来るサウナ浴となる。
（３）ｂ時からｃ時まで：
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温度はやや高く、相対湿度が低いので、人体は高い空気温度に加熱されながら、同時に、
発汗した汗が急速に蒸発して人体が冷却されると言う、高温で極度に乾操した従来の空気
対流式サウナ浴（通称、フィンランド式サウナ）となる。
（４）ｃ時からａ時の数分後まで：
温度は本サウナ浴中最も高く、水噴霧急速加湿によって相対湿度も急速に最高レベルに達
し、人体は高温の空気で加熱されると共に、高湿度空気が人体に触れて温度が低下し結露
することによる潜熱によっても急速に加熱され、あたかも急激な熱波を受けた様に感じら
れるサウナ浴となる。
以上の如く、４種類の様々に異なった体感が、ただ一回のサウナ浴で得られることと、入
浴中にやや低温の時間帯があるので、入浴者は、従来の常に高温のドライサウナに比べて
息苦しさや熱さが少なく、より長時間のサウナ浴が可能となり、発汗量も多く、健康的な
サウナ浴が得られることが本発明の第一の効果である。
【００４４】
本発明の第二の効果は、上記のような温度及び湿度の制御を自動的に行うことを可能とし
た点である。
従来のフィンランドサウナにおいて、人為的に水を掛けることにより上記の如くサウナ室
の相対湿度を上昇させるサウナ浴が僅かながら知られている。
然しながら、そのようなシステムには、様々な問題点がある。
まず一般の入浴者が水を掛けて加湿する場合には、大勢の入浴者が個別に加湿するため、
加湿しすぎて相対湿度が高くなりすぎて熱すぎたり、サウナ室下部の壁に結露が生じてサ
ウナ室の内装材が損傷したり、また、これとは反対に、誰も水を掛けない場合には、高温
低湿度のサウナ浴のままであったりと言うように、相対湿度が無秩序に変化すると言う問
題点と、一般の入浴者には温度調節器の設定温度を変更することが困難なため、温度が一
定のままであると言う問題点がある。
そこで専門の係員のみが定期的に水を掛けて急速加湿している例も見られる。通常20分に
１回程度係員がサウナストーンに水を掛けて、急速に熱波を発生させているが、係員は１
日に何回も高温のサウナ室に出入りすることになり、その体は急速加熱と急速冷却を繰り
返すので、風邪を引きやすく、健康が阻害されると言う問題点がある。稼働中に、さらに
温度調節器の設定温度まで人為的に変更している例は知られていない。
これに対し、本発明によるときは、温度と相対湿度の調節制御を総て自動的に行うので、
入浴者の体感が良く、且つ人件費の節減効果がある。
【００４５】
本発明の第三の効果は、従来のサウナ装置では行われていない強制換気により、相対湿度
の過昇を防止する効果である。
換気を行わずに定時的に加湿し続けると、相対湿度が過昇し、熱すぎたり、壁の結露等の
問題が発生する。通常のサウナの場合、ドアの開閉と小型の換気口によって自然換気を行
っているが、入浴者が全くいない時等、換気量が極端に減少し相対湿度が過昇する場合が
ある。これに対して、本発明においては、加熱装置が稼働しているときは、少量ながら強
制的に新鮮な空気で換気しているので、相対湿度が過昇する恐れが少ないと言う効果があ
る。
この換気には、人体の汗や油で汚れたサウナ室の空気を、より新鮮で衛生的な空気に入れ
換えると言う効果もある。本発明の前記実施例では、この換気空気を燃焼筒の冷却に利用
しているので、一石三鳥とも言うべき効果がある。
【００４６】
本発明の第四の効果は、所定の時期に、温度調節器の設定温度とは無関係に、強制的にサ
ウナ室の加熱量を増大させて、サウナストーンとその周辺部材を加熱し、充分に加熱、蓄
熱された石や部材に対してのみ水を噴霧することにより、急激に相対湿度を上昇させて熱
波を発生させ得ると言う、従来のサウナ装置には見られない効果が得られることである。
即ち、従来のサウナ装置の場合、水をかける時にサウナ室の温度が温度調節器の設定温度
より高い場合には、電力又は燃焼熱の供給が停止していて、石や加熱装置が充分に蓄熱さ
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石や加熱装置を加熱し、充分に蓄熱されるようにしているので、噴霧された水は必ず急速
に蒸発し、充分に加湿が行われると言う効果がある。
【００４７】
尚、本発明の構成は、叙上の実施例に限定されるものではなく、例えば、前記実施例では
、強制温度上昇期間ＰＨの終了直前期にサウナの温度を高めながら加湿しているが、強制
温度上昇期間ＰＨの終了直後のサウナ室の温度が余り低下しない中温保持期間ＰＬの初期
に加湿するようにしてもよく、又加湿する水量はタイマーによらず流量計や升状の容器を
用いて一回あたりの加湿水量を定めるようにしても良い。更に又、ｂ時からａ時までの間
、バーナ108 は温度調節器114 と無関係に燃焼し続けるが、安全の為、温度調節器114 の
設定温度より10℃以上サウナ101 の温度が上昇した場合には、別の温度調節器を用いて自
動停止するように構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るサウナ装置の一実施例の要部を示す説明図である。
【図２】　本発明に係るサウナ装置において、温湿度の自動制御を行うための制御回路の
一実施例の説明図である。
【図３】　本発明に係るサウナ装置が稼働中の熱出力と時間との関係を説明するグラフで
ある。
【図４】　本発明に係るサウナ装置が稼働中のサウナ室の温度と相対湿度の時間的変化を
説明するグラフである。
【符号の説明】
101 　　サウナ室
102 　　機械室
103 　　仕切壁
104 　　貫通穴
105 　　サウナ加熱装置
106 　　燃焼管
107 　　通風間隙
108 　　バーナ
109 　　バーナ用吸引ブロアー
110 　　冷却送風機
111 　　通風冷却管
112 　　サウナストーン
113 　　散水管
114 　　温度調節器
ＣＳ　　起動スイッチ
ＢＣ　　バーナ駆動装置
ＰＦ　　冷却送風機用モータ
ＴＣ　　温度調節器の接点
ＷＳ　　水電磁弁のコイル
Ｔ1 、Ｔ2 、Ｔ3 　タイマーリレー
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