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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を吸い込んで吹き出す送風手段と、
　前記送風手段で室内に吹き出される空気が通る第１の吹出口と、
　前記送風手段で同室内に吹き出される空気が通る第２の吹出口と、
　前記送風手段で外部に吹き出される空気が通る換気吹出口と、
　軸を支点とした回転動作で、前記第１の吹出口及び前記第２の吹出口と前記換気吹出口
とを開閉する風路開閉手段を備え、
　前記風路開閉手段は、前記第１の吹出口と前記第２の吹出口との分岐部より、空気の流
れる方向に対して上流側に、前記分岐部から所定の距離を開けて前記軸を備えた
　ことを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　前記風路開閉手段は、空気の流れる方向に対して前記軸から上流側に延在する主風路切
替部と、前記軸から下流側に延在する副風路切替部を備え、
　前記風路開閉手段は、前記軸を支点とした回転動作で、前記主風路切替部が前記換気吹
出口を開閉し、前記副風路切替部が前記第２の吹出口を開閉する
　ことを特徴とする請求項１に記載の送風装置。
【請求項３】
　前記風路開閉手段は、前記軸を支点とした回転動作で、前記第１の吹出口を開き、前記
第２の吹出口と前記換気吹出口を閉じる第１の位置と、前記第１の吹出口及び前記第２の
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吹出口と前記換気吹出口を開く第２の位置と、前記第１の吹出口と前記第２の吹出口を閉
じ、前記換気吹出口を開く第３の位置に移動する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の送風装置。
【請求項４】
　前記風路開閉手段は、前記第１の吹出口と前記第２の吹出口を開く位置となると、前記
第１の吹出口から吹き出される空気と、前記第２の吹出口から吹き出される空気が、前記
風路開閉手段の同じ側の面に沿って流れる
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の送風装置。
【請求項５】
　前記風路開閉手段は、前記換気吹出口と前記第２の吹出口との間を塞ぐ逆流防止部を備
えた
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の送風装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室等に設置され、送風あるいは温風を室内に吹き出す送風装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、浴室等の天井に設置され、温風あるいは室温に応じた空気を室内に吹き出し
て、室内の暖房、室内にある被乾燥物の乾燥等の機能を実現した送風装置が提案されてい
る。このような送風装置は、室内の空気を屋外に排気する換気の機能を持つものも多く、
浴室換気乾燥暖房機と称されている。
【０００３】
　浴室換気乾燥暖房機は、空気の吹出口をフロントパネルの下面に備え、吹出口が浴室内
に面するように、浴室の天井に設置される。浴室換気乾燥暖房機では、浴室内にある衣類
等の被乾燥物を乾燥させる運転モードを備えており、吹出口から温風がムラ無く吹き出さ
れるようにした浴室換気乾燥暖房機が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載の浴室換気乾燥暖房機では、吹出口において風速の遅い部位にヒータ
を通す風路を備えると共に、風速の速い部位にヒータを通さない風路を備え、ヒータを通
らない風路の吹出口に風向ガイドを備え、風速の速い風路での風量を、吹出口内で均一に
なるようにした技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４０５２２１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の浴室換気乾燥暖房機では、換気の有無で風路を切り換えられるようにするため、
ダンパと称す風路切替部材が備えられており、室内への吹出口の開閉と外部への吹出口の
開閉が風路切替部材で行われる。
【０００７】
　特許文献１では、ダンパで吹出口の開閉が行われるが、ヒータを通す風路とヒータを通
さない風路を独立して開閉することができない。風向ガイドを可動として、ヒータを通さ
ない風路を開閉する構成も考えられるが、部品点数の増加に伴うコストアップ、組付け性
の低下につながり、作動不良の要因にもなる。
【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、簡単な構成で複数の吹出
口の開閉が可能で、かつ、各吹出口から十分な量の空気が吹き出されるようにした送風装



(3) JP 6464807 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

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、空気を吸い込んで吹き出す送風手段と、送風
手段で室内に吹き出される空気が通る第１の吹出口と、送風手段で同室内に吹き出される
空気が通る第２の吹出口と、送風手段で外部に吹き出される空気が通る換気吹出口と、軸
を支点とした回転動作で、第１の吹出口及び第２の吹出口と換気吹出口とを開閉する風路
開閉手段を備え、風路開閉手段は、第１の吹出口と第２の吹出口との分岐部より、空気の
流れる方向に対して上流側に、分岐部から所定の距離を開けて軸を備えた送風装置である
。

【００１０】
　本発明では、第２の吹出口を開くと、第１の吹出口から吹き出される空気と、第２の吹
出口から吹き出される空気が、風路開閉手段の同じ側の面に沿って流れる。これにより、
第２の吹出口から吹き出される空気の量が、第１の吹出口から吹き出される空気の量に対
して十分な量となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明では、第２の吹出口から十分な量の空気を吹き出すことができるので、第２の吹
出口から吹き出される空気で室内の空気を攪拌し、第１の吹出口から吹き出される空気が
直接流れないような場所に空気の流れを作ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の一例を示す構成図である。
【図２】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の一例を示す構成図である。
【図３】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の一例を示す構成図である。
【図４】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の設置例を示す構成図である。
【図５】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機における風路切替ダンパの動作を示す説明図
である。
【図６】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機における風路切替ダンパの動作を示す説明図
である。
【図７】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機における風路切替ダンパの動作を示す説明図
である。
【図８】本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機における浴室内の空気の流れを示す説明図で
ある。
【図９】本実施の形態の風路切替ダンパの変形例を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の送風装置としての浴室換気乾燥暖房機の実施の形態に
ついて説明する。
【００１４】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の構成例＞
　図１～図３は、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の一例を示す構成図で、図１は、浴
室換気乾燥暖房機の内部構成を示す側面図、図２は、下面側から見た平面図である。また
、図３はフロントパネルを取り付けた状態の平面図である。更に、図４は、本実施の形態
の浴室換気乾燥暖房機の設置例を示す構成図である。
【００１５】
　本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機１Ａの概要を説明すると、浴室換気乾燥暖房機１Ａ
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は、循環換気ファン２Ａを有した本体部３Ａが、フロントパネル４Ａを露出させた形態で
、浴室１００の天井に取り付けられる。
【００１６】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａは、空気を吸い込んで吹き出す循環換気ファン２Ａで、浴室１
００内の空気が吸い込まれる循環換気吸込口２０Ａと、ヒータ５を有し、ヒータ５が駆動
されることで温風、ヒータ５が非駆動で浴室１００内の室温に応じた送風が吹き出される
第１の吹出口２１Ａと、浴室１００内の空気を攪拌する送風が吹き出される第２の吹出口
２２Ａを備える。
【００１７】
　また、浴室換気乾燥暖房機１Ａは、循環換気ファン２Ａで循環換気吸込口２０Ａから吸
い込んだ空気を室外に排気する換気吹出口２３Ａを備える。更に、浴室換気乾燥暖房機１
Ａは、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａと、換気吹出口２３Ａとの間で風路を
切り替える風路切替ダンパ６Ａを備える。
【００１８】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａは、風路切替ダンパ６Ａの動作で第１の吹出口２１Ａ及び第２
の吹出口２２Ａを開くと、湾曲した形状の風路切替ダンパ６Ａにおいて、凹状となってい
る内側の面で、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａと連通した風路が形成される
。
【００１９】
　これにより、浴室１００内の空気を攪拌するのに十分な量の送風が第２の吹出口２２Ａ
から吹き出され、第１の吹出口２１Ａから吹き出される温風が直接当たらないような場所
でも、空気の流れを発生させることができる。
【００２０】
　従って、浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、風路切替ダンパ６Ａの動作で第１の吹出口２１
Ａ及び第２の吹出口２２Ａを開き、浴室１００に温風を吹き出すと共に、浴室１００内を
換気して衣類等の乾燥を行う運転モードでは、衣類の水分を蒸発し易くして、衣類等の乾
燥に要するエネルギーを低減させる。
【００２１】
　以下に、浴室換気乾燥暖房機１Ａの詳細について説明すると、循環換気ファン２Ａは送
風手段の一例で、多翼の羽根車２５Ａと、羽根車２５Ａを駆動する循環換気ファンモータ
２６Ａと、風路を形成する循環換気ファンケース２７Ａを備える。羽根車２５Ａは、循環
換気ファンモータ２６Ａに駆動されて回転することで、内側から外周側へと遠心方向に吹
き出される空気の流れを発生させる。
【００２２】
　循環換気ファンケース２７Ａは、羽根車２５Ａの外周に沿った円形の部位と、羽根車２
５Ａの接線方向に沿った部位を組み合わせた形状で、羽根車２５Ａの遠心方向に吹き出さ
れる空気を整流して、羽根車２５Ａの接線方向に沿って吹き出される空気の流れを発生さ
せる。
【００２３】
　循環換気ファン２Ａは、浴室換気乾燥暖房機１Ａが所定の設置場所である浴室の天井に
設置された状態で、羽根車２５Ａの回転軸の向きが上下方向に沿った配置で構成される。
【００２４】
　これにより、循環換気ファン２Ａは、羽根車２５Ａの回転軸に沿った下方から吸い込ん
だ空気を、羽根車２５Ａの接線方向に吹き出す吹出風路２８Ａが、循環換気ファンケース
２７Ａにより形成される。
【００２５】
　循環換気ファン２Ａは、循環換気ファンケース２７Ａの下面に、空気が吸い込まれる循
環換気吸込口２０Ａを備える。また、循環換気ファン２Ａは、循環換気ファンケース２７
Ａの下面に、ヒータ５を駆動することで加熱された空気、あるいは、ヒータ５を非駆動と
することで浴室１００内の温度に応じた空気が吹き出される第１の吹出口２１Ａを備える
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。
【００２６】
　更に、循環換気ファン２Ａは、循環換気ファンケース２７Ａの下面に、浴室１００内を
攪拌する空気が吹き出される第２の吹出口２２Ａを備える。また、循環換気ファン２Ａは
、循環換気ファンケース２７Ａの側面に、室外へ空気が吹き出される換気吹出口２３Ａを
備える。
【００２７】
　循環換気吸込口２０Ａは、羽根車２５Ａの回転軸に沿った下方に、ベルマウスと称され
る円形の開口を設けて構成される。第１の吹出口２１Ａは、循環換気ファンケース２７Ａ
による空気の吹出方向に沿った辺を短辺とした長方形の開口を、吹出風路２８Ａの下面に
設けて構成される。
【００２８】
　第２の吹出口２２Ａは、循環換気ファンケース２７Ａによる空気の吹出方向に沿った辺
を短辺とした長方形の開口を、吹出風路２８Ａの下面において、第１の吹出口２１Ａに対
して循環換気吸込口２０Ａの反対側に設けて構成される。
【００２９】
　循環換気ファンケース２７Ａで構成される吹出風路２８Ａは、第１の吹出口２１Ａ及び
第２の吹出口２２Ａが設けられる部位で広げられ、換気吹出口２３Ａが設けられる部位で
狭められる。第１の吹出口２１Ａと第２の吹出口２２Ａは、循環換気ファンケース２７Ａ
による空気の吹出方向に沿った辺に対して交差する長辺が、本体部３Ａの幅方向の長さに
合わせられる。
【００３０】
　第１の吹出口２１Ａと第２の吹出口２２Ａは、循環換気ファンケース２７Ａの下面に設
けられた風路形成枠体５０Ａで構成される。第１の吹出口２１Ａと第２の吹出口２２Ａは
、風路形成枠体５０Ａの内側に設けられる仕切り部材５１Ａにより仕切られ、第１の吹出
口２１Ａから吹き出される空気が通る加熱空気吹出風路と、第２の吹出口２２Ａから吹き
出される空気が通る攪拌空気吹出風路が形成される。
【００３１】
　風路切替ダンパ６Ａは風路開閉手段の一例で、図示しないダンパモータの駆動力が伝達
され、軸６０Ａを支点に回転して、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａと、換気
吹出口２３Ａとの開閉動作を行う。
【００３２】
　風路切替ダンパ６Ａは、仕切り部材５１Ａで構成される第１の吹出口２１Ａと第２の吹
出口２２Ａとの分岐部５２Ａより、空気の流れる方向に対して上流側に、分岐部５２Ａか
ら所定の距離を開けて回転による開閉動作の軸６０Ａが設けられる。
【００３３】
　風路切替ダンパ６Ａは、空気の流れる方向に対して軸６０Ａより上流側の部位が、軸６
０Ａを支点とした回転動作で、第１の吹出口２１Ａと換気吹出口２３Ａとを開閉する方向
へ変位する。また、風路切替ダンパ６Ａは、空気の流れる方向に対して軸６０Ａより下流
側の部位が、軸６０Ａを支点とした回転動作で、第２の吹出口２２Ａを開閉する方向へ変
位する。
【００３４】
　これにより、風路切替ダンパ６Ａは、空気の流れる方向に対して軸６０Ａから上流側に
延在する部位で、主に第１の吹出口２１Ａと換気吹出口２３Ａとの間で風路を切り替える
と共に、換気吹出口２３Ａの開度を切り替える主風路切替部６１Ａが構成される。また、
風路切替ダンパ６Ａは、空気の流れる方向に対して軸６０Ａから下流側に延在する部位で
、主に第２の吹出口２２Ａを開閉すると共に、内側の面で、風路切替ダンパ６Ａの開度に
応じて第１の吹出口２１Ａへの風路、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａへの風
路が形成され、外側の面で、換気吹出口２３Ａへの風路が形成される副風路切替部６２Ａ
が構成される。更に、風路切替ダンパ６Ａは、副風路切替部６２Ａの先端側に、軸６０Ａ
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を支点とした回転動作の方向に沿って延在し、換気吹出口２３Ａに対して第２の吹出口２
２Ａを塞ぐ逆流防止部６３Ａが設けられる。
【００３５】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、風路切替ダンパ６Ａの位置を、第１の位置である図１に
実線で示す循環位置とすると、空気の流れる方向に対して軸６０Ａより上流側の主風路切
替部６１Ａは、風路切替ダンパ６Ａの一方の端部となる主風路切替部６１Ａの先端が、循
環換気ファンケース２７Ａの上側の内面に接する。
【００３６】
　また、空気の流れる方向に対して軸６０Ａより下流側の副風路切替部６２Ａは、風路切
替ダンパ６Ａの他方の端部となる副風路切替部６２Ａの先端が、分岐部５２Ａと接する。
更に、逆流防止部６３Ａは、換気吹出口２３Ａに対して第２の吹出口２２Ａを塞ぐ。これ
により、第１の吹出口２１Ａが開き、第２の吹出口２２Ａと換気吹出口２３Ａが閉じられ
て、循環換気吸込口２０Ａから第１の吹出口２１Ａへ連通した循環風路が形成される。
【００３７】
　風路切替ダンパ６Ａの位置が循環位置となると、主風路切替部６１Ａの先端付近は、循
環換気ファンケース２７Ａの内面に沿うような向きとなる。これにより、風路切替ダンパ
６Ａが循環位置から若干開く状態となっても、空気が通りにくく、気密性が保たれる。
【００３８】
　なお、風路切替ダンパ６Ａと循環換気ファンケース２７Ａあるいは分岐部５２Ａが接す
るとは、密着した状態のみならず、一定量の空気が通り得るような一定の気密性が保たれ
る状態であれば良い。
【００３９】
　風路切替ダンパ６Ａの位置を循環位置とした状態で、このように、主風路切替部６１Ａ
の端部と循環換気ファンケース２７Ａとの間、及び、副風路切替部６２Ａと循環換気ファ
ンケース２７Ａとの間に所定の隙間を設けることで、風路切替ダンパ６Ａと循環換気ファ
ンケース２７Ａとが空気中に含まれる水蒸気や入浴剤等に含まれる成分等により固着する
ことが抑制される。
【００４０】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、風路切替ダンパ６Ａの位置を、循環位置から軸６０Ａを
支点に回転させて、第２の位置である図１に破線で示す循環換気位置とすると、軸６０Ａ
より上流側の主風路切替部６１Ａが下方向へ移動し、風路切替ダンパ６Ａの一端が吹出風
路２８Ａの中間付近に位置する。
【００４１】
　また、軸６０Ａより下流側の副風路切替部６２Ａが、分岐部５２Ａから離れる上方向に
移動する。これにより、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａと、換気吹出口２３
Ａの双方が開き、循環風路と、循環換気吸込口２０Ａから換気吹出口２３Ａへ連通した換
気風路の双方が形成される。
【００４２】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、風路切替ダンパ６Ａの位置を、循環換気位置から軸６０
Ａを支点に回転させて、第３の位置である図１に一点鎖線で示す換気位置とすると、軸６
０Ａより上流側の主風路切替部６１Ａが下方向へ移動し、風路切替ダンパ６Ａの一端が循
環換気ファンケース２７Ａの下側の内面に接する。また、軸６０Ａより下流側の副風路切
替部６２Ａが上方向へ移動し、風路切替ダンパ６Ａの他端が換気吹出口２３Ａの下側で循
環換気ファンケース２７Ａの内面に接する。これにより、換気吹出口２３Ａが開き、第１
の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａが閉じられて換気風路が形成される。
【００４３】
　風路切替ダンパ６Ａの位置を換気位置とした状態でも、主風路切替部６１Ａの端部と循
環換気ファンケース２７Ａとの間、及び、副風路切替部６２Ａと循環換気ファンケース２
７Ａとの間に、一定の気密性が保たれる所定の隙間を設けることで、風路切替ダンパ６Ａ
と循環換気ファンケース２７Ａとが空気中に含まれる水蒸気や入浴剤等に含まれる成分等
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により固着することが抑制される。
【００４４】
　これにより、浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、１つの循環換気ファン２Ａで、浴室１００
内の空気を吸い込み、吸い込んだ空気を浴室１００内に吹き出す動作、吸い込んだ空気を
室外に排気する動作、吸い込んだ空気の一部を浴室１００内に吹き出し、残部を室外に排
気する動作が行われる。
【００４５】
　また、浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、１つの風路切替ダンパ６Ａで、第１の吹出口２１
Ａ及び第２の吹出口２２Ａと、換気吹出口２３Ａの開閉動作が行われる。
【００４６】
　風路切替ダンパ６Ａは、空気の流れる方向に対して、第１の吹出口２１Ａと第２の吹出
口２２Ａとの分岐部５２Ａより上流側に軸６０Ａが設けられるので、循環換気位置にある
風路切替ダンパ６Ａでは、第１の吹出口２１Ａから吹き出される空気が、第１の吹出口２
１Ａ及び第２の吹出口２２Ａに面した内側の面に沿って流れる。また、第２の吹出口２２
Ａから吹き出される空気が、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａに面した内側の
面に沿って流れる。
【００４７】
　このため、風路切替ダンパ６Ａは、循環換気位置では、吹出風路２８Ａを通る空気を第
１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａに誘導するよう、第１の吹出口２１Ａ及び第２
の吹出口２２Ａに面した面が、凹状に湾曲した形状を有する。
【００４８】
　また、風路切替ダンパ６Ａは、第２の吹出口２２Ａから吹き出される空気が、外側の面
に沿っては流れないので、外側の面には、吹出風路２８Ａを通る空気を第２の吹出口２２
Ａに誘導するための整流部材は不要である。
【００４９】
　これにより、循環換気位置あるいは換気位置にある風路切替ダンパ６Ａでは、換気吹出
口２３Ａへ連通した換気風路を狭めて、空気の流れを阻害するような部材が外側の面には
存在せず、所定の換気風量を確保できる。
【００５０】
　更に、風路切替ダンパ６Ａは、分岐部５２Ａより上流側で、かつ、換気吹出口２３Ａの
下端の高さの近傍付近に軸６０Ａが設けられる。これにより、風路切替ダンパ６Ａが循環
換気位置及び換気位置にあるとき、換気吹出口２３Ａと連通する風路への風路切替ダンパ
６Ａの突出量が少なくなり、換気吹出口２３Ａと連通する風路での通気抵抗を低減するこ
とができる。
【００５１】
　ヒータ５は加熱手段の一例で、本例ではＰＴＣヒータで構成され、第１の吹出口２１Ａ
から吹き出された空気が通る加熱空気吹出風路に設けられる。ヒータ５が駆動されて通電
されると、ヒータ５が加熱されることで第１の吹出口２１Ａを通る空気が加熱され、第１
の吹出口２１Ａから温風が吹き出される。
【００５２】
　第１の吹出口２１Ａと第２の吹出口２２Ａは、仕切り部材５１Ａにより仕切られており
、第２の吹出口２２Ａから吹き出される空気は、ヒータ５を通過しない。なお、本例では
、加熱手段として電気により駆動されるヒータ５を例に説明したが、温水による熱交換器
等のヒータでも良い。
【００５３】
　本体部３Ａは、循環換気ファンケース２７Ａを構成する本体シャーシ３０Ａと、本体シ
ャーシ３０Ａを覆う金属ケース３１Ａを備える。本体シャーシ３０Ａは樹脂材料で構成さ
れ、金属ケース３１Ａで覆われる循環換気ファンケース２７Ａと、本体部３Ａの下端の周
縁から外側に突出するフランジ部３２Ａが、一体で構成される。
【００５４】
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　本体シャーシ３０Ａは、金属ケース３１Ａから露出した下面に下カバー３３Ａが取り付
けられる。循環換気ファン２Ａは、循環換気吸込口２０Ａと、第１の吹出口２１Ａ及び第
２の吹出口２２Ａが下カバー３３Ａに設けられ、下カバー３３Ａに風路形成枠体５０Ａが
取り付けられる。
【００５５】
　金属ケース３１Ａは、循環換気ファン２Ａの換気吹出口２３Ａに対向して開口が設けら
れ、換気吹出口２３Ａと連通した排気ダクトジョイント３４Ａが側面に取り付けられる。
【００５６】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａは、本体部３Ａの下面にフロントパネル４Ａが取り付けられる
。フロントパネル４Ａは、循環換気ファン２Ａの循環換気吸込口２０Ａに対向した下面を
開口して吸込口グリル４０Ａが形成される。
【００５７】
　また、フロントパネル４Ａは、循環換気ファン２Ａの第１の吹出口２１Ａに対向した下
面を開口して第１の吹出口グリル４１Ａが形成されると共に、第２の吹出口２２Ａに対向
した下面を開口して第２の吹出口グリル４２Ａが形成される。
【００５８】
　第１の吹出口グリル４１Ａは、本体部３Ａの一の辺に沿った方向である短手方向に沿っ
た長さを長くした長方形の開口で構成される。また、第２の吹出口グリル４２Ａは、第１
の吹出口グリル４１Ａと同様に、本体部３Ａの一の辺に沿った方向である短手方向に沿っ
た長さを長くした長方形の開口で構成される。
【００５９】
　第１の吹出口グリル４１Ａは、長手方向に沿って空気が吹き出されるように、整流板が
設けられる。第２の吹出口グリル４２Ａは、第１の吹出口グリル４１Ａと並列する短手方
向に沿って、第１の吹出口グリル４１Ａと反対側である本体部３Ａの外側に向けて空気が
吹き出されるように、整流板４３Ａが設けられる。
【００６０】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の設置例＞
　次に、各図を参照して、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機１Ａの設置例について説明
する。
【００６１】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａは、図４に示すように、浴室１００の天井パネル１０１に設置
される。浴室１００の天井パネル１０１には、浴室換気乾燥暖房機１Ａの本体部３Ａが取
り付けられる開口部が形成され、浴室換気乾燥暖房機１Ａは、例えば、フランジ部３２Ａ
が図示しないネジで天井裏に設けられた補強部材に固定される形態で、天井パネル１０１
に取り付けられる。
【００６２】
　そして、浴室換気乾燥暖房機１Ａは、本体部３Ａの下面にフロントパネル４Ａが取り付
けられ、フロントパネル４Ａの吸込口グリル４０Ａと、第１の吹出口グリル４１Ａ及び第
２の吹出口グリル４２Ａが、浴室１００内に面して配置される。
【００６３】
　浴室１００の天井パネル１０１に設置された浴室換気乾燥暖房機１Ａは、本体部３Ａの
排気ダクトジョイント３４Ａに排気ダクト１０２が取り付けられる。排気ダクト１０２は
、浴室１００が設置される図示しない建物の外壁に取り付けられる屋外グリル１０２ａと
接続され、浴室換気乾燥暖房機１Ａは、排気ダクト１０２を介して屋外とつながっている
。
【００６４】
　浴室１００は、浴槽１０３と洗い場１０４を備える。浴槽１０３は一般的に長方形であ
り、浴槽１０３と洗い場１０４は、浴槽１０３の短手方向に沿って並んでいる。
【００６５】
　浴室１００は、浴槽１０３の上部に物干し部材であるランドリパイプ１０５を備える。
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ランドリパイプ１０５は、浴槽１０３の長手方向に沿って延び、浴室１００の対向する壁
面１０６ａ，１０６ｂ間に取り付けられる。
【００６６】
　なお、浴室１００に設置されるランドリパイプ１０５の本数は、１本または２本程度で
あり、本例では、１本のランドリパイプ１０５が配置された例を示す。また、物干し部材
は、洗濯物等の被乾燥物が乾燥できるようになっていれば、パイプ状の部材に限らず、紐
状であっても良く、他のものであっても良い。
【００６７】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａは、第１の吹出口グリル４１Ａ及び第２の吹出口グリル４２Ａ
の長手方向の向きが、ランドリパイプ１０５の長手方向に対して直交する向きで、浴槽１
０３の上部に設置される。
【００６８】
　これにより、浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出され
る空気は、主にランドリパイプ１０５と直交する方向に広がる。これに対して、第２の吹
出口グリル４２Ａから吹き出される空気は、第２の吹出口グリル４２Ａが設けられる側の
浴室１００の壁面１０６ａに向けられる。
【００６９】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の動作例＞
　図５～図７は、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機における風路切替ダンパの動作を示
す説明図、図８は、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機における浴室内の空気の流れを示
す説明図で、次に、各図を参照して、本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機１Ａの動作例に
ついて説明する。
【００７０】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａは、乾燥運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａを図６に示す循
環換気位置にし、循環換気ファンモータ２６Ａを駆動して羽根車２５Ａを回転させると共
に、ヒータ５に通電する。
【００７１】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、羽根車２５Ａが回転すると、フロントパネル４Ａの吸込
口グリル４０Ａから、浴室１００内の空気が循環換気吸込口２０Ａに吸い込まれる。
【００７２】
　乾燥運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａが循環換気位置にあるので、吹出風路２８Ａ
では、循環換気吸込口２０Ａから第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａへ連通した
循環風路と、循環換気吸込口２０Ａから換気吹出口２３Ａへ連通した換気風路の双方が形
成されている。
【００７３】
　これにより、羽根車２５Ａが回転することで循環換気吸込口２０Ａから吸い込まれた浴
室１００の空気ＲＡの一部は、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａへと流れる。
また、循環換気吸込口２０Ａから吸い込まれた浴室１００の空気の残部は、換気吹出口２
３Ａへと流れ、排気ダクト１０２を通り屋外グリル１０２ａから排気ＥＡとして屋外へ排
気される。
【００７４】
　乾燥運転モードでは、第１の吹出口２１Ａに流れる空気は、ヒータ５によって加熱され
ることで、フロントパネル４Ａの第１の吹出口グリル４１Ａから温風ＨＡが吹き出される
。第２の吹出口２２Ａに流れる空気は、ヒータ５を通らないので、フロントパネル４Ａの
第２の吹出口グリル４２Ａから、室温に応じた空気Ａが吹き出される。
【００７５】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出される空気は、ラ
ンドリパイプ１０５の長手方向及びランドリパイプ１０５と直交する方向に広がる。
【００７６】
　但し、浴室換気乾燥暖房機１Ａは、第１の吹出口グリル４１Ａの長手方向がランドリパ
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イプ１０５と直交する向きに配置されるので、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出され
る空気は、主にランドリパイプ１０５に直交する方向に広がる。
【００７７】
　このため、第１の吹出口グリル４１Ａの直下近傍のランドリパイプ１０５に掛けられた
衣類等の被乾燥物に対しては、幅方向の全体に温風が当てられる。これに対して、第１の
吹出口グリル４１Ａの直下から離れた位置のランドリパイプ１０５に掛けられた被乾燥物
に対しては、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出される温風が直接は当たりにくい。
【００７８】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、第２の吹出口グリル４２Ａから吹き出される空気Ａは、
整流板４３Ａにより、第１の吹出口グリル４１Ａに対して第２の吹出口グリル４２Ａが設
けられる側の浴室１００の壁面１０６ａに向けられる。
【００７９】
　これにより、図８（ａ）に示すように、乾燥モードで第２の吹出口グリル４２Ａから吹
き出される空気Ａは、浴室１００の一方の壁面１０６ａに当てられ、矢印Ａ１に示すよう
に壁面１０６ａに沿って下方に流れる。壁面１０６ａに沿って下方に流れる空気は、矢印
Ａ２に示すように、浴室１００の下層付近を、主に他方の壁面１０６ｂに向かって流れる
。
【００８０】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、吸込口グリル４０Ａから吸い込まれる空気ＲＡによって
、浴室１００内で空気を循環させる流れを生じさせているので、浴室１００の下層付近を
他方の壁面１０６ｂに向かって流れる空気は、矢印Ａ３に示すように壁面１０６ｂに沿っ
て上方に流れ、吸込口グリル４０Ａから吸い込まれる。
【００８１】
　このように、浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、第２の吹出口グリル４２Ａから吹き出され
る空気によって、浴室１００の一方の壁面１０６ａに沿って下方に向かい、浴室１００の
下層付近を他方の壁面１０６ｂに向かい、他方の壁面１０６ｂに沿って上方に向かう空気
の流れを発生させることができる。
【００８２】
　乾燥運転モードで浴室換気乾燥暖房機１Ａの第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出され
る空気は、ヒータ５で加熱された温風で、相対湿度が下げられているので、第２の吹出口
グリル４２Ａから吹き出される空気に比べ軽い。
【００８３】
　このため、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出される空気に比べ重い第２の吹出口グ
リル４２Ａから吹き出される空気は、浴室１００の下層まで流れ、浴室１００内の全体に
、空気を攪拌する風の流れを生じさせることができる。
【００８４】
　これにより、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出される温風が、直接は当たりにくい
第１の吹出口グリル４１Ａの直下から離れた位置のランドリパイプ１０５に掛けられた被
乾燥物付近にも、空気の流れを生じさせることができる。
【００８５】
　風路切替ダンパの軸が分岐部５２Ａに設けられ、第２の吹出口２２Ａを備える構成では
、第１の吹出口２１Ａから吹き出される空気は、風路切替ダンパの内側の面に沿って流れ
、第２の吹出口２２Ａから吹き出される空気は、風路切替ダンパの外側の面に沿って流れ
る。このような構成では、第１の吹出口２１Ａから十分な量の空気が吹き出される。一方
、第２の吹出口２２Ａから吹き出される空気の流れを整流するため、風路切替ダンパの外
側の面に整流部材を備える必要がある。
【００８６】
　しかし、整流部材を備えても、第２の吹出口２２Ａから十分な量の空気を吹き出させる
ことができない。また、風路切替ダンパが循環換気位置にあると、排気風路が狭められ、
換気風量を確保することができない。
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【００８７】
　また、第１の吹出口２１Ａと第２の吹出口２２Ａを独立した部品の風路切替ダンパで開
閉する構成では、風量を確保し得る位置にダンパを配置できるが、部品点数の増加に伴う
コストアップ、組付け性の低下につながり、作動不良の要因にもなる。
【００８８】
　これに対し、風路切替ダンパ６Ａは、空気の流れる方向に対して分岐部５２Ａより上流
側に、分岐部５２Ａから所定の距離を開けて軸６０Ａが設けられる。これにより、循環換
気位置にある風路切替ダンパ６Ａでは、第１の吹出口２１Ａを通り第１の吹出口グリル４
１Ａから吹き出される空気が、風路切替ダンパ６Ａの内側の面に沿って流れる。
【００８９】
　また、循環換気位置にある風路切替ダンパ６Ａでは、軸６０Ａより分岐部５２Ａ側に延
在する副風路切替部６２Ａの端部が、分岐部５２Ａから離れた位置にあるため、第２の吹
出口２２Ａが開いている。これにより、第２の吹出口２２Ａを通り第２の吹出口グリル４
２Ａから吹き出される空気も、風路切替ダンパ６Ａの内側の面に沿って流れる。
【００９０】
　従って、浴室１００内の空気を攪拌するのに十分な量の空気が第２の吹出口グリル４２
Ａから吹き出され、第２の吹出口グリル４２Ａから吹き出される空気で攪拌される浴室１
００内の空気の流れで、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出される十分な量の温風ＨＡ
を、浴室１００内で循環させることができる。
【００９１】
　これにより、被乾燥物の水分が蒸発しやすくなり、従来とヒータ５の出力を同じとすれ
ば、乾燥時間を短縮することができ、被乾燥物の乾燥に要するエネルギーを低減させるこ
とができる。また、従来と乾燥時間を同じとすれば、ヒータ５の出力を低下させることが
でき、やはり被乾燥物の乾燥に要するエネルギーを低減させることができる。また、浴室
１００内の空気の一部は屋外に排気されて換気が行われるので、湿気等を排出して、被乾
燥物の乾燥を促進することができる。
【００９２】
　更に、循環換気位置にある風路切替ダンパ６Ａでは、換気吹出口２３Ａへ連通した換気
風路を狭めて、空気の流れを阻害するような部材が外側の面には存在せず、循環換気ファ
ン２Ａで循環換気ファンモータ２６Ａの回転数を増加させることなく、所定の換気風量を
確保できる。
【００９３】
　これにより、循環換気ファンモータ２６Ａの回転数を増加させることによる音の増加及
び消費電力の増加を防ぐことができる。
【００９４】
　本例では、ランドリパイプ１０５が１本の例で説明したが、ランドリパイプ１０５が２
本設けられるような浴室でも、各ランドリパイプの任意の位置に掛けられた被乾燥物の周
辺に、空気の流れを生じさせることができるので、被乾燥物の乾燥に要するエネルギーを
低減させることができる。
【００９５】
　なお、乾燥運転モードでは、循環換気ファン２Ａの駆動開始と共にヒータ５を駆動して
、運転当初より温風を吹き出す例で説明したが、運転当初ではヒータ５を非駆動として室
温に応じた送風を吹き出し、所定の時間経過後、ヒータ５を駆動して温風を吹き出すよう
にしても良い。ヒータ５の駆動を遅延する運転でも、被乾燥物の水分が蒸発しやすくなり
、被乾燥物の乾燥に要するエネルギーを低減させることができる。
【００９６】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａは、循環換気運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａを図６に示
す循環換気位置にし、ヒータ５を非駆動として、循環換気ファンモータ２６Ａを駆動して
羽根車２５Ａを回転させる。ここで、上述した乾燥運転モードと循環換気運転モードでは
、循環換気運転モードの方が、屋外へ排気される風量である換気風量が多くなるように、
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風路切替ダンパ６Ａの開度を換気吹出口２３Ａの開度が広くなる位置に変更しても良い。
【００９７】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、羽根車２５Ａが回転することで、フロントパネル４Ａの
吸込口グリル４０Ａから、浴室１００内の空気が循環換気吸込口２０Ａに吸い込まれる。
【００９８】
　循環換気運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａが循環換気位置にあるので、循環換気吸
込口２０Ａから吸い込まれた浴室１００の空気の一部は、第１の吹出口２１Ａ及び第２の
吹出口２２Ａへと流れる。また、循環換気吸込口２０Ａから吸い込まれた浴室１００の空
気の残部は、換気吹出口２３Ａへと流れ、屋外へ排気される。
【００９９】
　循環換気運転モードでは、第１の吹出口２１Ａに流れる空気は、ヒータ５が非駆動であ
るので、フロントパネル４Ａの第１の吹出口グリル４１Ａから、室温に応じた空気ＣＡが
吹き出される。第２の吹出口２２Ａに流れる空気は、ヒータ５を通らないので、フロント
パネル４Ａの第２の吹出口グリル４２Ａから、室温に応じた空気Ａが吹き出される。
【０１００】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、図８（ｂ）に示すように、循環換気運転モードでも、第
２の吹出口グリル４２Ａから吹き出される空気によって、浴室１００の一方の壁面１０６
ａに沿って下方に向かい、浴室１００の下層付近を他方の壁面１０６ｂに向かい、他方の
壁面１０６ｂに沿って上方に向かう空気の流れを発生させることができる。
【０１０１】
　これにより、循環換気運転モードでも、浴室１００内の全体に、空気を攪拌する風の流
れを生じさせることができ、浴室１００内で、第１の吹出口グリル４１Ａから吹き出され
る空気が直接は当たりにくいような場所でも、空気の流れを生じさせることができる。
【０１０２】
　従って、浴室１００の各壁面、床面等の乾燥時間を短縮することができる。また、浴室
１００内の空気の一部は屋外に排気されて換気が行われるので、湿気等を排出して、浴室
１００の各壁面、床面等の乾燥を促進することができる。
【０１０３】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａで実行される他の運転モードとしては、暖房運転モードでは、
風路切替ダンパ６Ａを図５に示す循環位置にして、ヒータ５に通電すると共に、循環換気
ファンモータ２６Ａを駆動して羽根車２５Ａを回転させる。
【０１０４】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、羽根車２５Ａが回転することで、フロントパネル４Ａの
吸込口グリル４０Ａから、浴室１００内の空気が循環換気吸込口２０Ａに吸い込まれる。
【０１０５】
　暖房運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａが循環位置にあるので、循環換気吸込口２０
Ａから吸い込まれた浴室１００の空気の略全量が、第１の吹出口２１Ａへと流れる。暖房
運転モードでは、第１の吹出口２１Ａに流れる空気は、ヒータ５によって加熱されること
で、フロントパネル４Ａの第１の吹出口グリル４１Ａから温風が吹き出される。
【０１０６】
　暖房運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａが循環位置にあるので、浴室１００内の空気
は換気されない。これにより、暖房運転モードでは、第１の吹出口グリル４１Ａから温風
を吹き出しながら、浴室１００内の空気が循環されることで、浴室１００内の温度を入浴
に適した温度に上昇させることができる。
【０１０７】
　また、風路切替ダンパ６Ａが循環位置にあると、換気吹出口２３Ａに加えて第２の吹出
口２２Ａが塞がれるので、ヒータ５を通らない空気が吹き出されない。これにより、入浴
中に実行される暖房運転モードであっても、ヒータ５で暖められていない空気が吹き出さ
れることがなく、入浴者が寒さを感じることが無い。
【０１０８】
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　更に、風路切替ダンパ６Ａが循環位置にあると、換気吹出口２３Ａに対して第２の吹出
口２２Ａが逆流防止部６３Ａで塞がれるので、外気が浴室１００内に逆流することを防ぐ
ことができる。
【０１０９】
　換気運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａを図７に示す換気位置にし、ヒータ５を非駆
動として、循環換気ファンモータ２６Ａを駆動して羽根車２５Ａを回転させる。
【０１１０】
　浴室換気乾燥暖房機１Ａでは、羽根車２５Ａが回転することで、フロントパネル４Ａの
吸込口グリル４０Ａから、浴室１００内の空気が循環換気吸込口２０Ａに吸い込まれる。
【０１１１】
　換気運転モードでは、風路切替ダンパ６Ａが換気位置にあるので、第１の吹出口２１Ａ
と第２の吹出口２２Ａが塞がれ、循環換気吸込口２０Ａから吸い込まれた浴室１００の空
気の略全量が換気吹出口２３Ａへと流れ、屋外へ排気される。従って、換気運転モードで
は、浴室１００内の湯気や湿気を排出して結露等を抑制し、カビの発生を抑えることがで
きる。
【０１１２】
　本実施の形態では、風路切替ダンパ６Ａは、空気の流れる方向に対して分岐部５２Ａよ
り上流側に、分岐部５２Ａから所定の距離を開けて軸６０Ａが設けられ、軸６０Ａより上
流側に主風路切替部６１Ａが設けられ、下流側に副風路切替部６２Ａが設けられる。
【０１１３】
　これにより、軸６０ａを支点とした風路切替ダンパ６Ａの回転動作で、運転モードに応
じて、第１の吹出口２１Ａを開き、第２の吹出口２２Ａと換気吹出口２３Ａを閉じる状態
、第１の吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａと、換気吹出口２３Ａを開く状態　第１の
吹出口２１Ａ及び第２の吹出口２２Ａを閉じ、換気吹出口２３Ａを開く状態を切り換える
ことができる。
【０１１４】
　なお、本実施の形態では、主風路切替部６１Ａと副風路切替部６２Ａとが一体である構
成を用いて説明したが、一体ではない複数の部品を組み合わせることで各部品が一体とな
り一体的に動く構成でも良い。
【０１１５】
　従って、主風路切替部６１Ａと副風路切替部６２Ａが独立して開閉するような構成は不
要であり、部品点数の削減によるコストダウン、組付け性の向上につながり、作動不良の
要因を削減することができる。
【０１１６】
　＜本実施の形態の浴室換気乾燥暖房機の変形例＞
　図９は、本実施の形態の風路切替ダンパの変形例を示す構成図である。図９（ａ）に示
す風路切替ダンパ６Ｂは、回転動作の支点となる軸６０Ｂと、軸６０Ｂから上流側に延在
し、図１等に示す第１の吹出口２１Ａと換気吹出口２３Ａとの間で風路を切り替えると共
に、換気吹出口２３Ａの開度を切り替える主風路切替部６１Ｂを備える。
【０１１７】
　また、風路切替ダンパ６Ｂは、軸６０Ｂから下流側に延在し、吹出口２２Ａを開閉する
副風路切替部６２Ｂを備える。副風路切替部６２Ｂは、換気吹出口２３Ａに対して第２の
吹出口２２Ａを塞ぐ逆流防止部を兼ねる。
【０１１８】
　図９（ｂ）に示す風路切替ダンパ６Ｃは、回転動作の支点となる軸６０Ｃと、軸６０Ｃ
から上流側に延在し、図１等に示す第１の吹出口２１Ａと換気吹出口２３Ａとの間で風路
を切り替えると共に、換気吹出口２３Ａの開度を切り替える主風路切替部６１Ｃを備える
。
【０１１９】
　また、風路切替ダンパ６Ｃは、軸６０Ｃから下流側に延在し、吹出口２２Ａを開閉する
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の面で副風路切替部６２Ｃから分岐し、換気吹出口２３Ａに対して第２の吹出口２２Ａを
塞ぐ逆流防止部６３Ｃを兼ねる。風路切替ダンパ６Ｃでは、逆流防止部６３Ｃが風路切替
ダンパ６Ｃの外側の面から突出する形態ではなく、循環換気位置あるいは換気位置にある
風路切替ダンパ６Ｃにおいて、風路切替ダンパ６Ｃの外側の面に沿って流れる空気の抵抗
を低減することができる。
【０１２０】
　本発明の送風装置としては、第１の吹出口と第２の吹出口の何れにもヒータを備えてい
ない構成でも良い。また、換気吹出口の向きを、循環換気ファンケース２７Ａによる空気
の吹出方向に沿った方向の側部ではなく、空気の吹出方向に略直交する方向の側部に備え
る構成としても良い。更に、循環換気ファンを備えた装置と、室内へ空気を吹き出す各吹
出口を備えた装置をダクトを介して接続する構成、室内からの吸込口を備えた装置をダク
トを介して接続する構成としても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明は、浴室等の被乾燥物の乾燥を行う空間に設置される送風装置に適用される。
【符号の説明】
【０１２２】
　１Ａ・・・浴室換気乾燥暖房機、２Ａ・・・循環換気ファン、２０Ａ・・・循環換気吸
込口、２１Ａ・・・第１の吹出口、２２Ａ・・・第２の吹出口、２３Ａ・・・換気吹出口
、２４・・・風路切替ダンパ、４Ａ・・・フロントパネル、４０Ａ・・・吸込口グリル、
４１Ａ・・・第１の吹出口グリル、４２Ａ・・・第２の吹出口グリル、５・・・ヒータ、
５２Ａ・・・分岐部、６Ａ・・・風路切替ダンパ、６０Ａ・・・軸、６１Ａ・・・主風路
切替部、６２Ａ・・・副風路切替部、６３Ａ・・・逆流防止部、１００・・・浴室、１０
１・・・天井パネル、１０３・・・浴槽、１０４・・・洗い場、１０５・・・ランドリパ
イプ、１０６ａ，１０６ｂ・・・壁面
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