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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
加熱加湿対象室内の空気を加熱するための加熱手段と、前記加熱加湿対象室内の空気を加
湿するための加湿手段を備え、加熱加湿対象室内の空気を前記加熱手段により加熱し前記
加湿手段により７０～１００％ＲＨに加湿し発汗する温度より０．１℃～２℃低くして、
発汗を抑えて毛孔を広げるようにしたことを特徴とする発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ
装置。
【請求項２】
前記加熱加湿対象室内の空気の温度を３１℃から３９℃に制御する事を特徴とする請求項
１に記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。
【請求項３】
前記加熱手段と前記加湿手段を加熱加湿される空気の相対湿度がより高くなるように送風
路上に配置することを特徴とする請求項１または２に記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサ
ウナ装置。
【請求項４】
送風路の上流側に加熱手段を配置し、加熱手段の下流側に加湿手段を配置したことを特徴
とする請求項１から３のいずれかに記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。
【請求項５】
絶対湿度０．０１１ｋｇ／ｋｇ´以上の空気を前記加熱加湿対象室内に送ることを特徴と
する請求項４に記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。
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【請求項６】
発汗を抑えて毛孔を広げるうるおいモードを備え、前記加熱加湿対象室内の空気の温度を
前記うるおいモードで制御することを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の発汗
を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。
【請求項７】
前記うるおいモードの基準温度が３５℃前後であることを特徴とする請求項１から６のい
ずれかに記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。
【請求項８】
加熱手段が温水又は冷媒を流す熱交換器であることを特徴とする請求項１から７のいずれ
かに記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。
【請求項９】
加湿手段が加熱手段より加熱された空気に加湿水を噴霧手段により噴霧することで加湿す
ることを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の発汗を抑えて毛孔を広げる浴室サ
ウナ装置。
【請求項１０】
噴霧手段から噴霧する加湿水を温水とすることを特徴とする請求項１から９のいずれかに
記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。
【請求項１１】
加湿手段が加熱手段より加熱された空気に超音波発振子により霧化した加湿水を供給する
ことで加湿することを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の発汗を抑えて毛孔を
広げるサウナ装置。
【請求項１２】
加湿手段が加熱手段より加熱された空気に加熱により気化した加湿水を供給することで加
湿することを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサ
ウナ装置。
【請求項１３】
発汗センサーで温度をコントロールすることを特徴とする請求項１から１２のいずれかに
記載の発汗を抑えて毛孔を広げるサウナ装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加熱加湿対象室内を加熱及び加湿する目的で使用されるサウナ装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のサウナ装置は、浴室で使用され浴室内に設けた吹出口と吸込口を送風路
で連通連結し、送風路内に加湿手段を臨ませ温水を噴出されることで浴室内に加温加湿空
気を供給する方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　以下、その浴室サウナ装置について図１５を参照しながら説明する。図１５に示すよう
にこの装置は吹出口１０１および吸込口１０２を設け、吸込口１０２を送風路１０３で吹
出口１０１に連通連結した本体１０４と、前記本体１０４の上部に装着されるとともに、
前記送風路１０３内の気液接触部１０５に上方から熱水を分散させる熱水供給部材１０６
と、前記本体１０４の上端部に装着されるとともに、前記本体１０４内に前記吸込口１０
２から前期送風路１０３を介して前期吹出口１０１に至る空気の流れを形成する空気供給
部材１０７と、前記吹出口１０１前方に前記送風路１０３内を流通する空気を加熱するた
めの加熱部材１０８を備えた構成とされている。
【０００４】
　このように構成された浴室サウナ装置では、熱水供給部材１０６によって、本体１０４
内部の気液接触部１０５に熱水を供給するとともに、空気供給部材１０７によって本体１
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０４の吸込口１０２から送風路１０３を介して吹出口１０１に至る空気の流れを形成する
と、気液接触部１０５に供給される熱水にそこを通過する空気が接触し、昇温、増湿した
空気が本体１０４の吹出口１０１から本体外に吹出されることとなる。
【特許文献１】特許第３５３２６４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のサウナ装置においては、発汗作用を主な目的としているため、一般的には発汗す
る４０度前後の温度まで昇温する必要があり、空気を加熱するための加熱手段はサウナ装
置の吹出口に設けられることが一般的であり、これは吹出口に加熱手段を設けることによ
り空気はサウナ装置の出口部分で加熱昇温されるため、空気温度を高くすることはできる
が空気の相対湿度が高くならなく十分な加湿量を得られない。
【０００６】
　一方、近年は入浴スタイルの変化により発汗による健康に対する効果だけでなく美容に
対する効果を求める傾向にあるがこれには適さない。このサウナ入浴で美容のために大切
な機能は皮膚の保湿機構であるが、従来のサウナ装置では加熱加湿対象室内の空気の湿度
を高め発汗する４０度前後の温度まで昇温するので、発汗し汗が流れ出ることにより汗を
タオルでふき取る事が必要になり、皮膚の水分を逃がさないようにする保湿機構に必要な
皮脂膜等の保湿成分を取り除いたり、保湿成分である化粧水を塗布しても汗により流れ落
ちて効果がなくなったり、発汗により皮脂膜等の保湿成分が流れ出る場合もある。
【０００７】
　このように、発汗作用を目的とする従来のサウナ入浴の温度では、発汗により皮膚の保
湿機構が妨げられ、保湿効果による美容効果を目的とするサウナ入浴には適さない。
【０００８】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、加熱加湿対象室内の空気が浴室サウナ装
置の加熱手段と加湿手段により加熱加湿され、その加熱加湿された相対湿度の高い温かい
空気により毛孔が広がり、その結果、サウナ空間の相対湿度の高い温かい空気から水分を
より多く皮膚に吸収し水分が肌に浸透し、また、発汗により皮脂膜等の保湿成分が流れ出
ることによる皮膚の保湿機構を妨げないように、発汗を抑えて毛孔を広げる温湿度を保つ
こと目的としている。
【０００９】
　この発汗を抑えた状態とは、発汗して汗が流れ出ないようにする状況であり、すなわち
汗が汗の出口である汗孔にたまり汗がにじむ程度であり、後に自然に蒸発するので汗をふ
き取る事がないので保湿機構を妨げる事がない。また、一般的にも入浴における汗は臭く
なることはないので習慣でふいてしまわず２，３分ほっておき蒸発させた方が良いといわ
れているが、汗が流れるとどうしてもふく必要が出る。そのためにも汗が流れないように
する必要があり、その状態で化粧水を塗布するとさらに肌の保湿ができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明が講じた第１の解決手段は、加熱加湿対象室内の空気
を加熱するための加熱手段と前記加熱加湿対象室内の空気を加湿するための加湿手段を備
え、加熱加湿対象室内の空気を前記加熱手段により加熱し前記加湿手段により７０～１０
０％ＲＨに加湿し発汗する温度より０．１℃～２℃低くして、発汗を抑えて毛孔を広げる
ようにしたものである。
【００１１】
　この手段により、発汗を抑えて毛孔を広げるようにすることにより、相対湿度の高い空
気から皮膚により多くの水分を吸収し水分が浸透し、皮膚、肌にうるおい効果をだし、ま
た、発汗により汗とともに保湿成分が流れ出たり、あるいは発汗による汗をタオルで拭か
れることにより保湿成分が拭き取られるなど、皮膚に吸収した水分の保湿機構を妨げるこ
とがない。
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【００１２】
　また、本発明が講じた第２の解決手段は、加熱加湿対象室内の空気の温度を３１℃から
３９℃に制御するものである。
【００１３】
　この手段により、この手段により、毛孔が広がる事により相対湿度の高い空気から皮膚
により多くの水分を吸収し、発汗により汗が流れ出ることによる皮膚に吸収した水分の保
湿機構を妨げることがない。
【００１４】
　また、本発明が講じた第３の解決手段は、前記加熱手段と前記加湿手段を加熱加湿され
る空気の相対湿度がより高くなるように送風路上に配置するものである。
【００１５】
　この手段により、加熱加湿対象室内の相対湿度がより高くなる。
【００１６】
　また、本発明が講じた第４の解決手段は、送風路の上流側に加熱手段を配置し、加熱手
段の下流側に加湿手段を配置したことである。
【００１７】
　この手段により、このような構成をとることで加湿部に流入する空気の温度を上昇させ
る事ができ、加湿部出口での相対湿度は空気の流入温度によらずほぼ一定となる。加湿部
出口での相対湿度が同等の場合、加湿部入口での空気温度を上昇させる事により加湿部出
口での温度も高くすることができるため、加湿部下流側に加熱部を設けた場合と比べ加湿
部の上流に加熱部を設けることで、加湿部出口での絶対湿度はより高くすることができ、
サウナ装置からの吹出し空気の絶対湿度が高ければ高いほど加熱加湿対象室内の温度が一
定範囲にコントロールされている状態であれば、加熱加湿対象室内の相対湿度がより高く
なる。
【００１８】
　また、本発明が講じた第５の解決手段は、絶対湿度０．０１１ｋｇ／ｋｇ´以上の空気
を加熱加湿対象室内に送ることである。
【００１９】
　この手段により、このような構成をとることで、加湿部出口での絶対湿度はより高くす
ることができ、サウナ装置からの吹出し空気の絶対湿度が高ければ高いほど加熱加湿対象
室内の温度が一定範囲にコントロールされている状態であれば、加熱加湿対象室内の相対
湿度がより高くなる。
【００２０】
　また、本発明が講じた第６の解決手段は、発汗を抑えて毛孔を広げるうるおいモードを
備え、加熱加湿対象室内の空気の温度をうるおいモードでコントロールすることである。
【００２１】
　この手段により、加熱加湿対象室内がうるおいモードにより発汗しにくい温度にコント
ロールされる。
【００２２】
　また、本発明が講じた第７の解決手段は、うるおいモードの基準温度を３５度前後で設
定したことである。
【００２３】
　この手段により、加熱加湿対象室内が一般的に発汗しにくい温度である３５度前後に基
準温度を設定してコントロールされる。
【００３０】
　また、本発明が講じた第８の解決手段は、加熱手段を温水又は冷媒を流す熱交換器で構
成したものである。
【００３１】
　この手段により、送風機に流入する空気の温度を抑制しながら加湿部に流入する空気の
温度を十分に昇温することができる。
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【００３２】
　また、本発明が講じた第９の解決手段は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気に
加湿水を噴霧手段により噴霧することで加湿するように構成したものである。
【００３３】
　この手段により、加熱加湿対象室内を十分に加湿することができる。
【００３４】
　また、本発明が講じた第１０の解決手段は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気
に加湿水を噴霧手段により噴霧することで加湿するように構成したものである。
【００３５】
　この手段により、加熱加湿対象室内を充分に加湿することができる。
【００３６】
　また、本発明が講じた第１１の解決手段は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気
に超音波素子により霧化した加湿水を供給することで加湿するように構成したものである
。
【００３７】
　この手段により、加熱加湿対象室内を十分に加湿することができる。
【００３８】
　また、本発明が講じた第１２の解決手段は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気
に加熱により気化した加湿水を供給することで加湿するように構成したものである。
【００３９】
　この手段により、加熱加湿対象室内を十分に加湿することができる。
【００４０】
　また本発明が講じた第１３の解決手段は、発汗センサーで温度をコントロールできるも
のである。
【００４１】
　この手段により、自動で個人の発汗状態にあった温度をコントロールする事が出来る。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によれば、加熱加湿対象室内の湿度の上昇に必要な充分な加湿量を得られ、発汗
を抑えて毛孔を広げるようにしたことで、皮膚、肌の保湿を保つことができる発汗を抑え
て毛孔を広げるサウナ装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　本発明の請求項１記載の発明は、加熱加湿対象室内の空気を加熱するための加熱手段と
加熱加湿対象室内の空気を加湿するための加湿手段を備え、加熱加湿対象室内の空気を前
記加熱手段により加熱し前記加湿手段により７０～１００％ＲＨに加湿し発汗する温度よ
り０．１℃～２℃低くして、発汗を抑えて毛孔を広げるようにしたものであり、毛孔を広
げて空気中から皮膚により多くの水分を吸収し水分が皮膚に浸透し、皮膚、肌にうるおい
効果をだし、発汗を抑えて発汗により汗とともに保湿成分が流れ出たり、あるいは発汗に
よる汗をタオルで拭かれることにより保湿成分が拭き取られるなど、皮膚の保湿機構を妨
げないようにするものである。この発汗を抑えた状態とは、発汗して汗が流れ出ないよう
にする状況であり、すなわち汗が汗の出口である汗孔にたまり汗がにじむ程度であり、後
に自然に蒸発するので汗をふき取る事がないので保湿機構を妨げる事がない。
【００４４】
　皮膚は外界の湿度が高いほど又温かいほど水分をより吸収するため、より相対湿度の高
い温かい空気により加熱加湿対象室内を十分に加湿することにより、毛孔は皮膚の表面と
同じように水分を吸収する角層のある表皮におおわれているために毛孔が広がることによ
り多くの水分を皮膚に吸収することができる。
【００４５】
　次に吸収された水分を逃がさないようにする保湿機構には、皮膚表面の皮脂膜とそれと
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同様の機能を有する化粧水の保湿成分がある。この皮脂膜は、毛孔内部の毛包にある皮脂
腺から分泌された皮脂が水分と混じって薄い膜をつくり皮脂幕を形成する。この皮脂は油
分であるが皮脂に含まれている乳化成分により水分と皮脂が混じりあう。この水分は通常
は汗が利用されるが加湿による水分でも同様の効果があると考えられ、発汗を抑えた状態
で汗がにじむことがあり、この汗と皮脂により皮脂膜を形成することもある。
【００４６】
　このように保湿機構である皮脂膜は人体機能により形成されるが、更に効果を高めるた
めに化粧水等を塗布し化粧水等に含まれる保湿成分により保湿機構を高めることが行われ
る。しかし、通常は入浴後に行うため保湿の機能が時間と共に低下してそれほど高める事
ができない。しかし、水滴感を感じることなく入浴できるサウナ入浴で発汗して汗が流れ
出る事がなければ、汗をタオルでふき取る事がないので、皮膚の水分を逃がさないように
する保湿機構に必要な皮脂膜等の保湿成分を取り除いたり、保湿成分である化粧水を塗布
しても汗により流れ落ちて効果がなくなったり、発汗により皮脂膜等の保湿成分が流れ出
ることがないので保湿機構を妨げることがない。
【００４７】
　更に、従来の従来のサウナ温度より温度が低いため体への負担も少ないため従来よりも
長く高湿度の空気内に滞在することができるのでより水分を吸収することができる。
【００４８】
　本発明の請求項２記載の発明は、加熱加湿対象室内の空気の温度を３１℃から３９℃に
制御するものであり、この温度は温度感覚と発汗に対する個人差と入浴時間により差があ
るが加熱加湿対象室内の空気が発汗を抑えて毛穴を広げようとする温度にしたものであり
、皮膚により多くの水分を吸収し皮膚の保湿機構を妨げないようにするものである。温度
制御上限の３９℃は発汗目的のサウナの下限温度でもあるが、発汗するまで時間がかかる
ので、短時間での効果を求める時は、３９℃で発汗するまで保湿ケアを行う事もあり、３
９℃を上限温度としている。温度制御下限の３１℃は、浴室内で寒くなくサウナ浴を行え
る温度である。
【００４９】
　本発明の請求項３記載の発明は、前記加熱手段と前記加湿手段の配置をサウナ装置によ
り加熱加湿される空気の相対湿度がより高くなるように送風路上に配置するものであり、
空気の相対湿度を高め加熱加湿対象室内を十分に加湿することにより、人体の皮膚表面で
の浸透圧の差が大きくなり、より肌に水分が浸透しやすい状態となるため、肌により多く
の水分を与えることができる。
【００５０】
　本発明の請求項４記載の発明は、送風路の上流側に加熱手段を配置し、加熱手段の下流
側に加湿手段を配置したことであり、上流側に加熱手段を配置することで、加湿部に流入
する空気の温度を上昇させることができ、その結果、効率的に加湿でき、加湿部出口での
絶対湿度はより高くすることができるものである。
【００５１】
　本発明の請求項５記載の発明は、送風路の上流側に加熱手段を配置し、加熱手段の下流
側に加湿手段を配置し絶対湿度０．０１１ｋｇ／ｋｇ´以上の空気を加熱加湿対象室内に
送ることであり、これにより加熱加湿対象室内の壁面に発生する結露より多く加湿するこ
とができ、更に加熱加湿対象室内の空気がミスト装置を循環しながら絶対湿度０．０１１
ｋｇ／ｋｇ´以上の空気を送り続ける累積することにより加熱加湿対象室内を絶対湿度０
．０２９ｋｇ／ｋｇ´以上にすることが可能であり、このことにより加熱加湿対象室内が
温度３５℃で湿度８０％以上になり、毛孔が開いた状態で皮膚により多くの水分を吸収す
るようにするものである。
【００５２】
　本発明の請求項６記載の発明は、加熱加湿対象室内の空気の温度を発汗を抑えて毛孔を
広げるうるおいモードでコントロールすることであり、発汗しにくい温度に加熱加湿対象
室内がコントロールされることにより、皮膚により多くの水分を吸収し皮膚の保湿機構を
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妨げないようにするものである。
【００５３】
　本発明の請求項７記載の発明は、うるおいモードの基準温度を３５度前後で設定したこ
とであり、一般的に発汗しにくい温度に加熱加湿対象室内がコントロールされることによ
り皮膚により多くの水分を吸収し皮膚の保湿機構を妨げないようにするものである。
【００５７】
　本発明の請求項８記載の発明は、加熱手段を温水又は冷媒を流す熱交換器で構成したも
のであり、加湿部に流入する空気の温度を十分に昇温しながら空気の相対湿度を高め、加
熱加湿対象室内を十分に加湿することができ皮膚により多くの水分を吸収し皮膚の保湿機
構を妨げないようにするものである。
【００５８】
　本発明の請求項９記載の発明は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気に加湿水を
噴霧手段により噴霧することで加湿するように構成したものであり、空気の相対湿度を高
め、加熱加湿対象室内を十分に加湿することができ皮膚により多くの水分を吸収し皮膚の
保湿機構を妨げないようにするものである。
【００５９】
　本発明の請求項１０記載の発明は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気に加湿水
を噴霧手段により噴霧することで加湿するように構成したものであり、空気の相対湿度を
高め、加熱加湿対象室内を十分に加湿することができ皮膚により多くの水分を吸収し皮膚
の保湿機構を妨げないようにするものである。
【００６０】
　本発明の請求項１１記載の発明は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気に超音波
素子により霧化した加湿水を供給することで加湿するように構成したものであり、空気の
相対湿度を高め、加熱加湿対象室内を十分に加湿することができ皮膚により多くの水分を
吸収し皮膚の保湿機構を妨げないようにするものである。
【００６１】
　本発明の請求項１２記載の発明は、加湿手段を加熱手段により加熱された空気に加熱に
より気化した加湿水を供給することで加湿するように構成したものであり、空気の相対湿
度を高め、加熱加湿対象室内を十分に加湿することができ皮膚により多くの水分を吸収し
皮膚の保湿機構を妨げないようにするものである。
【００６２】
　本発明の請求項１３記載の発明は、発汗センサーで温度をコントロールできるものであ
り、自動で発汗状態にあった温度をコントロールする事ができ皮膚により多くの水分を吸
収し皮膚の保湿機構を妨げないようにするものである。
【００６３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、従来の例と同
一の構成要素については同一の符号を用い、詳細な説明は省略する。
【００６４】
　（実施の形態１）
　まず本発明における浴室サウナ装置の概略構成について説明する。
【００６５】
　図１に示すように、この浴室サウナ装置１は外郭を形成する外装体２及びフロントパネ
ル１１０、浴室内の空気を吸込み加熱加湿した後に再び浴室内に吹出すサウナモジュール
１１１、外装体２の一面に設けられ、送風路と連通する開口部１１２に接続された換気ユ
ニット１１３、またこれらを制御する制御装置１１４から構成されている。
【００６６】
　外装体２の浴室側一面を形成するフロントパネル１１０は、浴室内の空気を吸込むため
の吸込口１０２、加熱及び加湿した空気を外部に吹出すための吹出口１０１を備えている
。また、吹出口１０１部には加熱加湿された空気の吹出方向を可変させるためのルーバー
１１６が設けられており、ルーバー１１６は自在に稼動することで任意の方向に加熱加湿
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空気の吹出方向を可変させることができる。
【００６７】
　フロントパネル１１０には、サウナ空間から空気を吸込む吸込口１０２および吹出口１
０１を連結する送風路１０３が設けられており、送風路１０３の吸込口１０２側に備えら
れた温度センサー１２が温度を計測し、設定温度に応じて制御装置１１４により回転数を
自在に変更可能なモータ１１８に接続されたクロスフローファン４が回転することで吸込
口１０２側からに吹出口１０１に空気を送風する。送風路１０３上のクロスフローファン
４の下流側に加熱手段としての空気加熱用のヒーター３を備え、加熱手段としての空気加
熱用のヒーター３の下流側には加湿部５が設けられている。クロスフローファン４により
吸込口１０２から吸込まれた空気は、ヒーター３により加温され、高温の空気を加湿部５
に送風することが可能となる。加湿部５に送風された高温の空気は、加湿部５に設けられ
た加湿手段としての給水経路１２４より給水の開閉手段である電磁弁１２５より温水を供
給され噴出ノズル６から微細な水滴として噴霧し効率的に加湿する。噴霧加湿により、浴
室内は、例えば、７０～１００％ＲＨに加湿される。
【００６８】
　換気ユニット１１３は、浴室内空気を換気ユニット１１３に吸込むための換気用ファン
１２８と空気の排気経路である排気ダクト１２９から構成されており、外装体２の一面に
設けられた開口部１１２と開口部１１２の開口面積を可変させるためのダンパ１３０を介
して接続している。ダンパ１３０は通常サウナ運転時には閉じられているが、制御装置１
１４に接続されたダンパ駆動用モータ１３１により開閉可能であり、換気用ファン１２８
を回転させるとともにダンパ１３０を開くことで浴室内空気を吸込口１０２より換気ユニ
ット１１３内に通風し、排気ダクト１２９より吹出することで浴室内の換気を行う。
【００６９】
　図２はコントローラーを示す外観図であり、図２（ａ）は洗面所用コントローラーの外
観図であり、図２（ｂ）は浴室用コントローラーの外観図である。洗面所に洗面所用コン
トローラー１４１を設け、浴室側に浴室用コントローラー１４２を設ける。洗面所用コン
トローラー１４１と浴室用コントローラー１４２には、うるおいモード用のうるおいモー
ドスイッチ１４３を設け、浴室用コントローラー１４２には発汗センサー１４６を設けた
構成となっている。このうるおいモードは、発汗センサー１４６により入浴者の汗状態を
検知し、浴室サウナ装置の制御装置へ信号を送り、自動で発汗を抑えた温度に制御する。
【００７０】
　サウナ入浴では、入浴前にお湯をはるのと同様に、あらかじめ浴室内を一定の温度に上
げてからサウナ入浴を行う。発汗センサー１４６による自動制御の場合、ある程度時間経
過し、浴室内の温度が所定の値に達したら、例えば、サウナのうるおいモードでの初期の
温度設定を約３５℃とすると、浴室内が３５℃になると入浴し、入浴後発汗センサー１４
６で発汗をセンシングし、３５℃に入浴者の体が馴染んだ状態で、発汗センサー１４６が
発汗を検知すると温度設定を１℃下げて発汗が抑えられるとその温度を維持し、発汗量が
抑えられない場合は更に温度設定を１℃下げ、発汗が抑えられる温度まで温度を下げてそ
の温度を維持し、発汗がなくなると温度設定を１℃上げて発汗を検知すればその温度より
１℃下げその温度を維持し、発汗を検知できなければ、さらに温度を１℃上げて、以降繰
り返し行い、発汗する温度を検知し、その発汗する温度より１℃低い温度で維持する。こ
こでは、その発汗する温度より１℃低い温度で維持するとしたが、発汗を抑えて毛孔が広
がる温度であればよく、例えば、発汗する温度より、０．１℃～２℃程度低ければ良い。
発汗する直前の温度程度が良い。発汗温湿度は個人差があるが、浴室内は、例えば、発汗
直前の温度である３５℃、相対湿度８０％に保たれる。
【００７１】
　こうすることで、発汗を抑えて毛孔を広げて浴室内の空気中から皮膚により多くの水分
を吸収し皮膚に水分を浸透させて、皮膚、肌にうるおい効果をだし、発汗を抑えて発汗に
より汗とともに保湿成分が流れ出たり、あるいは発汗による汗をタオルで拭かれることに
より保湿成分が拭き取られるなど、皮膚の保湿機構を妨げないようにすることができる。
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この発汗を抑えた状態とは、発汗して汗が流れ出ないようにする状況であり、すなわち汗
が汗の出口である汗孔にたまり汗がにじむ程度であり、後に自然に蒸発するので汗をふき
取ることがなく、保湿機構を妨げないものである。
【００７２】
　この発汗センサー１４６は、皮膚に貼り付け２点より微流な電流を流し皮膚の抵抗値の
変化を計測する。発汗センサー１４６の貼り付けは汗が出るエクリン腺が全身にあるため
汗をかくところのどこでも良いが、顔の保湿を目的とするため上半身に取り付ける方が良
い。
【００７３】
　また、手動設定のときは基準温度を３５℃とし上下２℃ピッチで３１℃から３９℃まで
５段階の温度調節ができるものとする。温度設定は、洗面所用コントローラー１４１では
、うるおいモードスイッチ１４３を１秒以上押す事により温度表示１４５に１から５の５
段表示の表示がされ手動で切り替え、浴室用コントローラー１４２では温度設定スイッチ
１４４により温度表示１４５に表示された温度表示により設定温度を入浴者の入浴方法に
応じて、手動で切り替えることができる。例えば短時間の入浴目的の時は３９℃等の高め
の温度で早く毛孔を開き発汗により汗を感じ始めたら化粧水で保湿しすぐに浴室から出た
り、長時間リラックスしたいときは３１℃等の低めの温度でゆっくり毛孔を開き発汗を抑
えながらサウナ入浴を楽しむ事ができる。また、浴室用コントローラー１４２で浴室内で
温度設定の切換が可能なので浴室から出る前にはもう少し体を温めるために１段階温度を
上げるなどの使い方もできる。
【００７４】
　図３は、この浴室サウナ装置内でうるおいモード中で洗浄効果試験によるマイクロスコ
ープによる肌の計測であり、図３（ａ）は洗顔前の皮膚を示す図であり、図３（ｂ）は入
浴浴室で洗顔後の皮膚を示す図であり、図３（ｃ）はうるおいモードで洗顔した洗顔後の
皮膚を示す図である。図３（ａ）の洗顔前の状態と比べると、図３（ｂ）の入浴浴室での
洗顔後の状態では毛穴周辺やキメの皮溝にファンデーションのパールやラメなどの粉体が
残り、すなわち洗顔前の化粧成分が残っており、皮膚表面は乾燥した感じでキメのふっく
ら感もなく、図３（ｃ）のうるおいモードで洗顔した洗顔後の状態では肌を柔らかくし、
毛穴が開き化粧成分の汚れが落ちており、また、お肌のキメは水分を含みふっくらし、細
かなキメが見える。このようにうるおいモードでは、毛孔が開き汚れが落ちた上で肌が水
分を吸収している状態が観測された。
【００７５】
　図４は、化粧水塗布による保湿効果試験であり肌水分量を測定している。うるおいモー
ド中に化粧水を塗布した場合とうるおいモード入浴後に化粧水を塗布した場合を比較した
グラフであるが、うるおいモード中に化粧水を塗布した場合、浴室の温湿度環境が肌を柔
らかくし毛孔を開き、ミストの微粒子が浸透しやすくなり、しかもミストは濡れにくく、
発汗しにくいため化粧水を塗布しても流れることなく効果的であり、入浴中に化粧水を塗
布すると入浴後の塗布と比較して肌の水分量は入浴４５分後で１．４倍（有意差検定で有
意差あり）水分量が多い状態が計測された。
【００７６】
　図５は、図４の化粧水塗布による保湿効果試験時の診断評価であり、図５（ａ）は美容
研究の専門家診断結果を示す図であり、図５（ａ）の美容研究の専門家診断結果により潤
い感と総合評価で良い方向に優位差があり、図５（ｂ）はモニター自己申告結果を示す図
であり、図５（ｂ）のモニター自己申告結果ではしっとり感においてよい方向に有意差が
あり、目的とする保湿効果が確認された。
【００７７】
　図６は、うるおいモード中での美容目的のフェイスエステのコースを示す図であり、図
６（ａ）はうるおいモードの中で肌や髪のケアのための標準コースを示す図であり、図６
（ｂ）はオプションコースを示す図であり、図６（ａ）のうるおいモードの中で肌や髪の
ケアのための標準コースや図６（ｂ）のオプションコースのように美容のための肌のケア
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コースを行うことができ、より効果的に肌の保湿ケアを行う事ができる。更に同時にマッ
サージなどの血行を良くする行為を行い美しい肌を保つ美容行為を行うことができる。
【００７８】
　図７は浴室内状況を示す図であり、図７（ａ）は読書を示す図であり、図７（ｂ）はテ
レビ鑑賞を示す図であり、図７（ａ）の読書と図７（ｂ）のテレビ鑑賞の浴室内状況を示
したものであるが、濡れにくく見えないミストによりよく室内で読書やテレビ鑑賞ができ
、その時間を利用して水分の吸収を高め、化粧水を塗布して肌の保湿効果を高めるミスト
中の肌のケアをことができる。
【００７９】
　図８は、入浴スタイルへの対応図であり、図に示すように個人の入浴スタイルに応じて
うるおいモードと、発汗を目的としたサウナモードを選択できサウナ浴を楽しむ事が出来
る。特にうるおいモードは体への負担も少なく多くの入浴スタイルに対応できる。
【００８０】
　図９に示すように外装体２の浴室側一面を形成するフロントパネル１１０は、浴室内の
空気を吸込むための吸込口１０２、加熱及び加湿した空気を外部に吹出すための吹出口１
０１を備えている。また、吸込口１０２に吸込口１０２を通過する空気の温度を測定する
温度センサー１２を備え、また、吸込口１０２の装置内部側にはフィルター１１５を備え
ており、浴室内空気を循環させる際に微細な塵や埃の侵入を防止する構造となっている。
また、吹出口１０１部には加熱加湿された空気の吹出方向を可変させるためのルーバー１
１６が設けられており、ルーバー１１６はルーバー駆動モータ１１７により自在に稼動す
ることで任意の方向に吹出方向を可変させることができる。
【００８１】
　図１０に示すようにフロントパネル１１０の吸込口１０２および吹出口１０１を連結す
る送風路１０３が設けられており、送風路１０３の吸込口１０２側に備えられた、制御装
置１１４により回転数を自在に変更可能なモータ１１８に接続されたクロスフローファン
４が回転することで吸込口１０２側からに吹出口１０１に空気を送風する。クロスフロー
ファン４の下流側には、加熱手段としての空気加熱用のヒーター３を備えており、このヒ
ーター３により空気が加温され、高温の空気を送風することが可能となる。送風路１０３
内の送風機としてのクロスフローファン４の下流側には加湿部５が設けられている。加湿
部５に設けられた加湿手段としての噴出ノズル６に温水を供給し、供給された温水を噴出
ノズル６から微細な水滴として噴霧する。
【００８２】
　この時、噴霧方向前方に噴霧水滴破砕手段７を設け、噴霧された水滴を噴霧水滴破砕手
段７を用いてさらに微細な形状へと変化させる。ここで微細な水滴（例えば水滴径１００
μｍ以下）に関しては送風する空気とともに吹出口１０１に運ばれ浴室内を加湿し、微細
な水滴に破砕することができなかった水滴に関しては、排水部１２０へと向かう。送風空
気とともに運ばれる微細な水滴の中でも、比較的水滴径が大なる水滴（例えば水滴径１０
～１００μｍ）に関しては加湿部５の吹出口１０１側に設けられたエリミネータ８で回収
され、排水部１２０へと向かう。エリミネータ８を通過した微細な水滴（水滴径１０μｍ
以下）はヒーター３により加熱された空気とともに吹出口１０１より浴室に供給され、浴
室内を加熱加湿する。エリミネータ８は粗いメッシュ状の素材を複数枚積層して構成され
ており、従来の通気案内板を用いた蛇行風路のような大掛かりな構成を必要とせず、且つ
圧力損失も比較的小さくできる。ここで噴霧水滴破砕手段７は噴出ノズル６から噴霧され
た水滴を更に微細な水滴に破砕できればよく、例えば、噴出ノズル６に対して設けられた
衝突板、回転板、あるいは、表面がぎざぎざ形状の板などがある。この噴霧水滴破砕手段
７により絶対湿度０．０１１ｋｇ／ｋｇ´以上の空気を送ることにより、加熱加湿対象室
内の壁面に発生する結露より多く加湿することができ、更に加熱加湿対象室内の空気がミ
スト装置を循環しながら絶対湿度０．０１１ｋｇ／ｋｇ´以上の空気を送り続ける事によ
り累積して、加熱加湿対象室内を湿度８０％以上まで高めることができる。
【００８３】
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　例えば、図１１の空気線図にあるように、１坪の浴室内において浴室初期温度であるポ
イント１）１５１を２０℃６０％とし、絶対湿度０．０１１ｋｇ／ｋｇ´の空気であるポ
イント２）１５２を吹出すとポイント１）１５１の空気とポイント２）１５２の空気が混
じりあいポイント３）１５３に到達するはずであるが、実際は浴室の壁面結露１５６によ
りポイント２）１５２の空気がポイント４）１５４に下がり、ポイント４）１５４とポイ
ント１）１５１の空気が混じりあいポイント５）１５５になる。これを繰り返すことによ
りライン１）１５７の軌跡で累積し、加熱加湿対象室内の湿度を絶対湿度０．０２９ｋｇ
／ｋｇ´以上にすることが可能となる。但し、絶対湿度０．０１１ｋｇ／ｋｇ´以下の空
気を送ると浴室内の湿度上昇に時間がかかり、更に、壁面結露１５６によりポイント４）
１５４が絶対湿度０．０９９ｋｇ／ｋｇ´以下になると加湿されなくなるため絶対湿度０
．０１１ｋｇ／ｋｇ´以上の空気を送る必要がある。
【００８４】
　排水部１２０に向かった水分は排水部１２０に連結されている排水管１２２を通り装置
外部に排水される。排水部１２０は加湿部５の最下部に設けられるとともに、底面に排水
管接続部が最下端となるように勾配を持たせており、加湿部内に余剰水を滞留させないよ
うにしてある。この際、底面の排水勾配は角度が大きければ大きいほど良いが、望ましく
は５°以上の勾配を確保することによって、加湿部内の余剰水を確実に排水することが可
能となる。これと同様に、装置外部に接続される排水管も同等の５°以上の勾配を確保し
て設置することで装置内への余剰水の滞留を防止することができる。また、排水部１２０
にはフロートスイッチ１２３を備えており、排水部１２０の水位上昇を検知し、所定の水
位を超えた場合には制御装置１１４が噴出ノズル６への給水を停止することで加湿部５か
らの漏水を防止する。
【００８５】
　給水経路１２４上には電磁弁１２５を設け、給水を開閉制御することで加湿水の供給量
を変更可能にする。電磁弁１２５とは電気信号により電磁力を利用した弁が開閉する方式
の弁である。
【００８６】
　図１２に示すようにヒーター３の下流で加湿部５の上流の位置には加湿部５から飛散す
る水滴がヒーター３に付着するのを防止するために飛散防止をする水滴飛散防止板９が設
けられている。水滴飛散防止板９は空気の流通方向に対して傾斜した角度で設置されてお
り、傾斜させることにより空気の流通への影響を極力小さくしながら水滴の飛散を防止す
ることが可能となる。
【００８７】
　図１３に示すように、ヒーター３はセラミックなどの発熱体１０に空気との伝熱性を促
進するための伝熱用フィン１１が取り付けられた構造となっており、発熱体１０に通電す
ることで発熱体１０が発熱し、伝熱用フィン１１を昇温し、昇温された伝熱用フィン１１
周辺を空気が流通することで流通する空気を加熱昇温する。発熱体１０及び伝熱用フィン
１１の表面は電気的に絶縁されており、水滴等の付着が生じた場合でも漏電等の障害は生
じない構造となっている。
【００８８】
　図１４に示す換気ユニット１１３は、浴室内空気を換気ユニット１１３に吸込むための
換気用ファン１２８と空気の排気経路である排気ダクト１２９から構成されており、外装
体２の一面に設けられた開口部１１２と開口部１１２の開口面積を可変させるためのダン
パ１３０を介して接続している。ダンパ１３０は通常サウナ運転時には閉じられているが
、制御装置１１４に接続されたダンパ駆動用モータ１３１により開閉可能であり、換気用
ファン１２８を回転させるとともにダンパ１３０を開くことで浴室内空気を吸込口１０２
より換気ユニット１１３内に通風し、排気ダクト１２９より吹出することで浴室内の換気
を行う。換気量の調整はダンパ１３０の開口面積の変更及び換気用ファン１２８の回転数
制御により行い、これらの組み合わせにより必要とする換気量を実現する。
【００８９】
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　次に浴室サウナ装置１の制御装置１１４の詳細を、図１をもとに示す。
【００９０】
　サウナ運転を開始すると、サウナモジュール１１１内のモータ１１８が作動することで
クロスフローファン４が回転し、吸込口１０２より浴室内の空気を吸入し、送風路１０３
を通り吹出口１０１から再び浴室内に流出することで浴室内空気を循環する。その時、空
気加熱用のヒーター３および給水経路１２４の開閉手段である電磁弁１２５に通電し空気
の加熱及び加湿部５の噴出ノズル６へ加湿水の供給を開始することで装置内において浴室
内空気の加熱及び加湿が開始される。この際、フロントパネル１１０に設けてあるルーバ
ー１１６が開放し、加熱加湿された空気の吹出方向を制御する。
【００９１】
　ある程度時間経過し、浴室内の温湿度が所定の値に達したら、例えば、サウナのうるお
いモードでの温度設定を約３５℃とすると、その温度より若干低い温度で温調を開始する
意味で、所定温湿度の約３４℃、８０％ＲＨに達すると、モータ１１８の回転数を変更し
、加熱及び加湿量を変更する。その後、更にある程度時間経過し、例えば、５分程度経過
し、浴室内の温湿度が所定の値を超えたら、例えばうるおいモードでの温度設定が３５℃
なので、その温度より若干高温にすることにより温調の幅を持たせる意味で、の浴室内の
温湿度の約３６℃、８０％ＲＨ程度に達すると、浴室内の温湿度を調節するためにモータ
１１８の回転数及びヒーターへの通電量を変更し、給水経路１２４に設けられた電磁弁１
２５の開閉を繰り返すことで浴室内の温湿度の制御を行う。ここで、本実施の形態１では
、温度センサー１２で、温度を計測して、相対湿度を推定したが、もちろん、温度センサ
ーと湿度センサーの両方を用いて、温度、湿度を計測しても良い。
【００９２】
　サウナ運転停止時には、サウナモジュール１１１内モータ１１８の運転を停止し、給水
経路１２４に設けられた電磁弁１２５を閉じる。その後、浴室内の乾燥のために換気運転
を行うため、外装体２と換気ユニット１１３の連結部に設けられたダンパ１３０はダンパ
駆動用モータ１３１により開き、換気ユニット１１３内の換気用ファン１２８を回転させ
ることで浴室サウナ装置１の吸込口１０２より流入した浴室内空気を排気ダクト１２９よ
り浴室外へと排出する。
【００９３】
　前述したような動作を実施することでサウナ対象室（浴室）内は高温高湿（３５℃／８
０％程度）の状態となり、また、本実施の形態の様な構成で加湿部５を形成することによ
り、従来の蛇行風路の様な大掛かりな構成を組まなくとも、送風路１０３内で大径な水滴
は回収し、比較的小径な水滴のみを浴室内に吹出すことが可能となる。
【００９４】
　上記のような運転を行うことにより、浴室内を所定の温湿度に上昇させ、サウナ空間と
することが可能となる。また、本実施の形態で記載した構造とすることでより多くの加湿
量を得ることができ、絶対湿度の高い温かい空気により毛孔が広がった皮膚にサウナ空間
からより多くの水分を吸収し、浸透し、発汗を抑えた温度により皮膚の保湿機構を妨げな
い浴室サウナ装置を提供することができる。
【００９５】
　なお、本実施の形態においてはサウナ対象室を浴室として説明をしたが、高湿度空間に
なった場合の結露等の問題を解決できるのであれば浴室に限定するものではなく、サウナ
専用の空間を別途設ける構成としてもその作用効果に差異を生じない。
【００９６】
　また、本実施の形態においては送風空気を加温する手段としてセラミックの発熱体を用
いたヒーターを用いたが、送風空気を充分に加温できるのであれば他の加温手段を用いて
も全く問題は無く、シーズヒーターやニクロムヒーター、温水又は冷媒を流す熱交換器、
その他の熱源体を用いても、その作用効果に差異を生じない。
【００９７】
　また、本実施の形態においては加湿部５において温水を噴霧することにより加湿を行う
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構成としたが、浴室が狭小（０．５坪程度）でそれほど大量な加湿を必要としない場合に
おいては通常温度（２０℃程度）の水道水などを使用してもその作用効果に差異を生じず
、望ましくは浴室の広さや浴室外の温度雰囲気等に応じて浴室内が目的の温湿度となるよ
うに噴出ノズル６より噴出する加湿水の温度を適宜設定することが望ましい。さらには加
湿水を噴霧する方法だけでなく、超音波発振子などを用いて空気中に微細な水滴を拡散さ
せる方式、加熱により気化した加湿水を供給することで加湿する方式、をとってもよくそ
の作用効果に差異を生じない。
【００９８】
　また、本実施の形態において噴霧水滴破砕手段７は特に説明はしなかったが噴霧後の微
細水滴をさらに細かく破砕するための手段であり、噴出ノズル６から噴霧された推進力を
持った微細な水滴を回転体や形状を凸凹にした壁面、また材質を考慮した壁面に水滴を噴
霧する方法により水滴を細かく破砕する手段であれば良く、その形状や材質等を限定する
ものではない。なお望ましくは、噴霧水破砕手段への水滴の衝突時に相対速度が極力大き
くなり、なおかつ多方向に反射するような形状を取ることによってより細かい水滴に破砕
することが可能になる。
【００９９】
　また、本実施例においてはエリミネータ８を通過する水滴径を１０μｍ以下としたが、
水滴径１００μｍ以下の水滴径であればよく、エリミネータ８を通過し、浴室内に供給さ
れる水滴径は入浴者が水滴感を感じることなく入浴できる程度の水滴径であることが望ま
しく、一般的には１０μｍ以下程度の水滴径とすることでほとんどの人が水滴感を感じる
ことなく入浴を行うことができる。さらに、化粧水を塗布しても加湿により濡れると効果
がなくなるため、濡れない粒径にすることにより化粧水塗布による水分量保持効果が持続
でき、不快感がないため肌をタオルなどでふき取る必要がないので肌の保湿を保つ皮脂な
どの皮膚を剥ぎ取ることがない。
【０１００】
　また、本実施の形態においては液体供給手段として、上水道をそのまま配管で連結して
用いているが、水圧の増大を図りたい場合にはポンプ等により圧力を高めて供給しても問
題なく、その作用効果に差異を生じない。
【０１０１】
　また、本実施の形態においては給水経路１２４の開閉手段として電磁弁１２５を用いた
が、何らかの制御手段を用いて回路を開閉できるのであれば他の手段を用いても全く問題
は無く、熱動弁等を用いてもその作用効果に差異を生じない。なお望ましくは制御装置１
１４による温湿度の制御が可能な流量調節弁であり且つ制御信号に対する応答性の良いも
のが好ましい。
【０１０２】
　また、本実施形態においては、うるおいモードのコントロールの基準温度を３５℃とし
上下２℃ピッチで３１℃から３９℃までの５段階調節にしているが、個人への適用性や使
用性により１℃で１０段階調節にしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　加熱加湿対象室に取り付けた加熱加湿装置を用いて高い湿度状態で温度条件の設定が容
易になり、寝室などの一般住宅の居室から浴室をサウナ空間にするためのサウナ装置とし
ての用途にも適用できる。また、大加湿量を得ることが可能なため、大型のサウナ施設な
どの大空間に適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の実施の形態１における浴室サウナ装置の概略図
【図２】同コントローラーの外観図（（ａ）同洗面所用コントローラーの外観図、（ｂ）
同浴室用コントローラーの外観図）
【図３】同洗浄効果試験図（（ａ）同洗顔前の皮膚を示す図、（ｂ）同入浴浴室で洗顔後
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の皮膚を示す図、（ｃ）同うるおいモードで洗顔した洗顔後の皮膚を示す図）
【図４】同化粧水塗布による保湿効果試験の図
【図５】同化粧水塗布による保湿効果試験診断評価の図（（ａ）同美容研究の専門家診断
結果を示す図、（ｂ）同モニター自己申告結果を示す図）
【図６】同フェイスエステコース図（（ａ）同標準コースを示す図、（ｂ）同オプション
コースを示す図）
【図７】同浴室内状況図（（ａ）同読書を示す図、（ｂ）同テレビ鑑賞を示す図）
【図８】同入浴スタイルへの対応図
【図９】同浴室サウナ装置のフロントパネル構成図
【図１０】同浴室サウナ装置のサウナモジュールの概略図
【図１１】空気線図
【図１２】同サウナモジュール内の飛散水滴防止板の概略図
【図１３】同空気加熱用ヒーターの概略図
【図１４】同換気ユニットの概略図
【図１５】従来のサウナ装置を示す概略図
【符号の説明】
【０１０５】
　１　　　浴室サウナ装置
　２　　　外装体
　３　　　ヒーター
　４　　　クロスフローファン
　５　　　加湿部
　６　　　噴出ノズル
　７　　　噴霧水滴破砕手段
　８　　　エリミネータ
　９　　　水滴飛散防止板
　１０　　発熱体
　１１　　伝熱用フィン
　１２　　温度センサー
　１０１　吹出口
　１０２　吸込口
　１０３　送風路
　１０４　本体
　１０５　気液接触部
　１０６　熱水供給部材
　１０７　空気供給部材
　１０８　加熱部材
　１０９　サウナ装置
　１１０　フロントパネル
　１１１　サウナモジュール
　１１２　開口部
　１１３　換気ユニット
　１１４　制御装置
　１１５　フィルター
　１１６　ルーバー
　１１７　ルーバー駆動モータ
　１１８　モータ
　１２０　排水部
　１２２　排水管
　１２３　フロートスイッチ
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　１２４　給水経路
　１２５　電磁弁
　１２８　換気用ファン
　１２９　排気ダクト
　１３０　ダンパ
　１３１　ダンパ駆動用モータ
　１４１　洗面所用コントローラー
　１４２　浴室用コントローラー
　１４３　うるおいモードスイッチ
　１４４　温度設定スイッチ
　１４５　温度表示
　１４６　発汗センサー
　１５１　ポイント１）
　１５２　ポイント２）
　１５３　ポイント３）
　１５４　ポイント４）
　１５５　ポイント５）
　１５６　壁面結露
　１５７　ライン１）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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