
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面に吸込口と吹出 有する第１のケーシング内に熱交換器と循環ファンを設けた循
環ボックスと、１つまたは複数の吸込口と１つの排気 有する第２のケーシング内に換
気ファンを設けた換気ボックスとを有し、前記循環ボックスと換気ボックス

させる構成とした浴室暖房乾燥機。
【請求項２】
　循環ボックスと換気ボックスの通風口を開閉するダンパを有し、前記循環ボックスの吸
込口から吸い込まれた空気の風路が、吸い込まれた空気を熱交換器を通って循環ファンに
より吹出口に送風させる第１の風路と、前記熱交換器および循環ファンを通らずに前記ダ
ンパ部を通って換気ボックスに導入する第２の風路を有することを特徴とする請求項１に
記載の浴室暖房乾燥機。
【請求項３】
　第１のケーシングの２～４つの側面に通風口が形成され、その中の１つが換気ボックス
の通風口と連通され、他の１～３つの通風口は蓋で遮蔽されたことを特徴とする請求項１
に記載の浴室暖房乾燥機。
【請求項４】
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口が連通して連結されており、前記熱交換器、循環ファン、および換気ファンを駆動する
制御回路を有し、前記制御回路は２４時間換気運転する際に、入浴中は浴室内の換気を中
止または換気量を減らし、その間は電気的に連動させた換気機器を運転することにより浴
室以外からの換気量を上昇



　熱交換器が曲げコイル状に形成されたことを特徴とする請求項１に記載の浴室暖房乾燥
機。
【請求項５】
　浴室暖房乾燥機が天井裏に設置されており、循環ボックスに対して換気ボックスを上方
および下方にずらせて取り付けることを特徴とする請求項１に記載の浴室暖房乾燥機。
【請求項６】
　換気ボックス内に回動可能なダンパを有し、前記ダンパを換気ボックス内で回動させて
前記通風口または吸込口を開閉することを特徴とする請求項１または２に記載の浴室暖房
乾燥機。
【請求項７】
　換気ボックスの吸込口に取付壁を設け、この取付壁に大きさの異なる風量調節板を着脱
可能に取り付けることを特徴とする請求項１、２および のいずれかに記載の浴室暖房乾
燥機。
【請求項８】
　換気ボックスの吸込口に設けられた吸込アダプタの先端部に支点を中心に回動可能なシ
ャッタを設け、前記吸込アダプタ６１の上部から調整ネジを挿通したことを特徴とする請
求項１、２および のいずれかに記載の浴室暖房乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、浴室や、脱衣室、洗面所、あるいはトイレなどのいわゆるサニタリーゾーン
を換気、涼風、暖房、乾燥する浴室暖房乾燥機およびその運転方法に関する。なお、発明
の名称および特許請求の範囲を含む本明細書全体を通じて、浴室や脱衣室、洗面所、トイ
レなどのいわゆるサニタリーゾーンを「浴室」と総称する。
【０００２】
【従来の技術】
　浴室暖房乾燥機は浴室内の空気を吸入して熱交換後浴室内に吹き出すことにより浴室を
暖房すると共に、吸入した浴室内の湿気を有する空気を室外の空気と入れ替えることによ
り換気し、洗濯物などを乾燥させる装置である。このような浴室暖房乾燥機としては、暖
房部と換気部を一体構成とした一体型と暖房部と換気部を別体として両者を結合させる分
離型が知られている。
【０００３】
　分離型の浴室暖房乾燥機として、たとえば、特開２０００－３４６４１５号公報に記載
された構成が知られている。
【０００４】
　図９にその構成の概略を示す。浴室暖房乾燥機の本体１１１は送風機１１２と熱交換器
１１３およびそれらを駆動する制御部１１４を内蔵しており、送風機１１２で浴室内から
吸入した空気を熱交換器１１３で熱交換して浴室内に吹き出すことにより浴室内を暖房す
る。本体１１１の側壁には熱交換器１１３の下流側に連通口１１５が形成され、換気装置
１１６に連通して浴室内の湿った空気を連通口１１５から換気装置１１６に供給する。す
なわち、連通口１１５は換気装置１１６の吸込口を構成している。
【０００５】
　換気装置１１６の連通口１１５が形成された面の直角方向の一側壁には複数の吸込口１
１７、１１８が、それに対向する側壁には吹出口１１９が設けられている。図示の例では
、図面の上方に吹出口１１９を、下方に吸込口１１７、１１８を形成し、空気流が下方か
ら吸入されて上方に吹き出す場合を示したが、この関係を逆にすることもできる。これは
換気装置１１６の連通口側の側壁を反対側の側壁と交換することによって実現できる。こ
の点を考慮して、吹出口１１９は通常側壁の中央部に形成される。
【０００６】
　吸込口１１７、１１８には吸込アダプタ１２０、１２１が設けられ、各々トイレや脱衣
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室などの他室と連通されてこれら他室からの空気を換気装置１１６の室内に吸入する。吸
入された空気は換気装置１１６の室内に設けられた換気ファン１２２により吹出口１１９
に導かれ、吹出アダプタ１２３に連結された排気ダクト（図示せず）を介して屋外に排気
される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　上記従来の換気装置においては、送風機１１２と熱交換器１１３を駆動する制御部１１
４が本体１１１の内部に内蔵されている。本体１１１は通常天井裏などに設置され、一方
、制御部１１４は電気系統の部品や配線から構成されているので、制御部１１４が故障し
たときは天井裏の狭い空間で保守点検しなければならない。したがって、制御部１１４は
本体１１１の狭い空間部に設置すると保守点検が困難になるためその設置空間も比較的大
きくとられる。したがって、本体１１１の容積はその分大きいものが必要となる。
【０００８】
　また、本体１１１の内部は浴室内の湿った空気が通過、循環するので、制御部１１４の
電機部品が湿気などで故障したり短絡するおそれもある。
【０００９】
　さらに、本体１１１内の制御部１１４以外の狭い通風部を空気が通過すると騒音も大き
くなる。
【００１０】
　本発明はこのような課題を解決するもので、故障も少なく、しかも循環ボックスの容積
が小さく運転時の騒音が小さい浴室暖房乾燥機を提供することを目的とするものである。
【００１１】
　また、天井裏の形状や空間の種々の制約に対して施工の自由度が高い浴室暖房乾燥機を
提供することを目的とするものである。
【００１２】
　また、２４時間換気を効率的、効果的に行うことが可能な浴室暖房乾燥機を提供するこ
とを目的とするものである。
【００１３】
　また、換気ボックスの吸い込み風量の調節が簡単な浴室暖房乾燥機を提供することを目
的とするものである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の請求項１に記載の浴室暖房乾燥機は、一面に吸込口と吹出口を有する第１のケ
ーシング内に熱交換器と循環ファンを設けた循環ボックスと、１つまたは複数の吸込口と
１つの排気口を有する第２のケーシング内に換気ファンを設けた換気ボックスとを有し、
循環ボックスと換気ボックスは各々の通風口が連通して連結されており、熱交換器、循環
ファン、および換気ファンを駆動する制御回路を有し、前記制御回路は２４時間換気運転
する際に、入浴中は浴室内の換気を中止または換気量を減らし、その間は電気的に連動さ
せた換気機器を運転することにより浴室以外からの換気量を上昇させることを特徴とする
ものである。
【００１５】
　本発明の請求項２に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、循環ボ
ックスと換気ボックスの通風口を開閉するダンパを有し、循環ボックスの吸込口から吸い
込まれた空気の風路が、吸い込まれた空気を熱交換器を通って循環ファンにより吹出口に
送風させる第１の風路と、熱交換器および循環ファンを通らずにダンパ部を通って換気ボ
ックスに導入する第２の風路を有するものである。
【００１６】
　本発明の請求項３に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、第１の
ケーシングの２～４つの側面に通風口が形成され、その中の１つが換気ボックスの通風口
と連通され、他の１～３つの通風口は蓋で遮蔽されたものである。
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【００１７】
　本発明の請求項４に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、熱交換
器が曲げコイル状に形成されたものである。
【００１８】
　本発明の請求項５に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、浴室暖
房乾燥機が天井裏に設置されており、循環ボックスに対して換気ボックスを上方および下
方にずらせて取り付けるものである。
【００１９】
　本発明の請求項６に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１または２に記載の構成において
、換気ボックス内に回動可能なダンパを有し、前記ダンパを換気ボックス内で回動させて
前記通風口または吸込口を開閉するものである。
【００２０】
　本発明の請求項７に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１、２および６のいずれかに記載
の構成において、換気ボックスの吸込口に取付壁を設け、この取付壁に大きさの異なる風
量調節板を着脱可能に取り付けるものである。
【００２１】
　本発明の請求項８に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１、２および６のいずれかに記載
の構成において、換気ボックスの吸込口に設けられた吸込アダプタの先端部に支点を中心
に回動可能なシャッタを設け、前記吸込アダプタ６１の上部から調整ネジを挿通したもの
である。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の浴室暖房乾燥機によれば、一面に吸込口と吹出口を有する第
１のケーシング内に熱交換器と循環ファンを設けた循環ボックスと、１つまたは複数の吸
込口と１つの排気口を有する第２のケーシング内に換気ファンを設けた換気ボックスとを
有し、循環ボックスと換気ボックスは各々の通風口が連通して連結されており、熱交換器
、循環ファン、および換気ファンを駆動する制御回路を有し、前記制御回路は２４時間換
気運転する際に、入浴中は浴室内の換気を中止または換気量を減らし、その間は電気的に
連動させた換気機器を運転することにより浴室以外からの換気量を上昇させて運転するよ
うにしたので、入浴時に浴室内の換気を中止または換気量を減らしても家屋全体の２４時
間換気における必要換気回数に対応する所定の換気総風量を保つことができる。
【００２３】
　さらに、循環ボックスの容積を小さくすることができ、同一風量であれば、運転時の空
気流による騒音も小さくすることができる。
【００２４】
　本発明の請求項２に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、循環ボ
ックスと換気ボックスの通風口を開閉するダンパを有し、循環ボックスの吸込口から吸い
込まれた空気の風路が、吸い込まれた空気を熱交換器を通って循環ファンにより吹出口に
送風させる第１の風路と、熱交換器および循環ファンを通らずにダンパ部を通って換気ボ
ックスに導入する第２の風路を有するので、循環ボックス全体を風路とすることができる
。したがって、吸い込み時の圧損を低減することができるので、循環ボックス内を通過す
る空気の流速を小さくすることができ、騒音を低減させることができる。また、電装箱が
ない分循環ボックスの容積を小さくすることもできる。
【００２５】
　本発明の請求項３に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、第１の
ケーシングの２～４つの側面に通風口が形成され、その中の１つが換気ボックスの通風口
と連通され、他の１～３つの通風口は蓋で遮蔽されているので、換気ボックスを循環ボッ
クスの２～４方向に対して設置可能となり、天井裏の形状や空間の種々の制約を受けずに
自由に施工することができる。
【００２６】
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　本発明の請求項４に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、熱交換
器が曲げコイル状に形成されているので、ストレート形状よりも吸込み面積が大きくなる
。したがって熱交換の能力が大きくなり、吸込み空気の流速を小さくすることができるの
で騒音を小さくすることができる。
【００２７】
　本発明の請求項５に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１に記載の構成において、浴室暖
房乾燥機が天井裏に設置されるときに、循環ボックスに対して換気ボックスを上方および
下方にずらせて取り付けるので、天井裏にリブがある場合や上方に障害物がある場合でも
換気ボックスと天井板や上部との隙間を十分に確保することができる。
【００２８】
　本発明の請求項６に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１または２に記載の構成において
、換気ボックス内に回動可能なダンパを有し、前記ダンパを換気ボックス内で回動させて
前記通風口または吸込口を開閉するようにしているので、通風口または吸込口の開閉制御
を簡単に行うことができる。また、ダンパの回動位置を調節することにより通風口や吸込
口からの吸込み風量を調節することができる。
【００２９】
　本発明の請求項７に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１、２および のいずれかに記載
の構成において、換気ボックスの吸込口に取付壁を設け、この取付壁に大きさの異なる風
量調節板を着脱可能に取り付けるようにしているので、風量調節板の大きさにより風路面
積を調節して換気ボックスの吸込口からの吸込み風量を調整することができる。
【００３０】
　本発明の請求項８に記載の浴室暖房乾燥機は、請求項１、２および のいずれかに記載
の構成において、換気ボックスの吸込口に設けられた吸込アダプタの先端部に支点を中心
に回動可能なシャッタを設け、前記吸込アダプタ６１の上部から調整ネジを挿通したので
、調整ネジの締め込み度合いを調整することによりシャッタの開き度合いを制御して換気
ボックスの吸込口からの吸込み風量を調整することができる。
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面とともに詳細に説明する。
【００３２】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１における浴室暖房乾燥機１０の全体構成を示す概略図、図
２は図１における要部の断面図、図３は図１における要部の平面図である。図１から図３
において、浴室暖房乾燥機１０は浴室内の空気を吸入し熱交換して再び浴室内に循環させ
る循環ボックス１１および浴室や脱衣室、トイレなどの空気を換気する換気ボックス２１
から構成され、通常浴室の天井裏に設置される。
【００３３】
　循環ボックス１１は天井板１２上に設置され、第１のケーシング８の浴室に面した壁面
８０に吸込口８１および吹出口８２を有している。天井板１２には、循環ボックス１１の
吸込口８１および吹出口８２に対応する位置に穴１３が形成され、その下側にグリル１４
がはめ込まれる。グリル１４には吸込口８１側に吸込ルーバ１４１、吹出口８２側に吹出
ルーバ１４２が設けられる。第１のケーシング８の４側面には通風口８３、８４、８５、
８８が形成される。
【００３４】
　その中の１つである通風口８３に連通して固定板２０を介して換気ボックス２１が設け
られる。固定板２０の中央部に通風口２０１が形成され、換気ボックス２１にも通風口８
３、２０１に連通する様に通風口９１が設けられ、循環ボックス１１とを固定板２０を介
してそれぞれの通風口８３、９１、２０１が連通するようにボルトおよびナットで固定す
る。詳細は後述する。換気ボックス２１には通風口９１を開閉するため、ステッピングモ
ーター２６によって回転するダンパー１９が設けられている。通風口８３以外の通風口８
４、８５、８８は蓋８６、８７、８９でふさがれる。第１のケーシング８の４側面に通風
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口８３、８４、８５、８８を形成する理由は後述する。
【００３５】
　第１のケーシング８内には２つの風路１７、１８が構成される。第１の風路１７は吸込
口８１から吸い込まれた空気を熱交換器１５および循環モーター２７で回転する循環ファ
ン１６を介して吹出口８２に導く風路、第２の風路１８は吸込口８１から吸い込まれた空
気を熱交換器１５および循環ファン１６を通さずに循環ボックス１１内を通過させ、通風
口８３、２０１、９２を通って、ダンパ１９から換気ボックス２１に導く風路である。熱
交換器１５は曲げコイル状に形成されており、ストレート形状よりも吸込み面積が大きく
なるように形成されている。
【００３６】
　換気ボックス２１は第２のケーシング９内に換気モータ２２で回転する換気ファン２３
を内蔵しており、第２のケーシング９の相対する２つの側壁に吸込口２４、２６および排
気口２５が設けられている。吸込口２４、２６および排気口２５はグリル１４に面してい
ない部屋の換気を行うためのもので、吸込口２４、２６には吸込ダクト２４１、２６１が
接続され、たとえば、脱衣室やトイレなど換気をする部屋の換気口に接続される。排気口
２５には排気ダクト２５１が接続され、屋外への排気口に接続される。第２のケーシング
９の他の側壁の外面には、熱交換器１５、循環モーター２７、ステッピングモーター２６
および換気モーター２２を駆動するためのプリント基板３０１や端子台３０２をケーシン
グ内に組み込んだ電装箱３０が設けられる。
【００３７】
　電装箱３０と熱交換器１５、循環モーター２７、ステッピングモーター２６および換気
モーター２２を結ぶ信号線は図示を省略する。
【００３８】
　つぎに動作を説明する。浴室を暖房する場合は、ルーバ１４１および循環ボックス１１
の吸込口８１から吸入した浴室内の空気を風路１７に従って熱交換器１５で熱交換して温
度を上昇させ、循環ファン１６で吹出口８３からルーバ１４２を介して浴室内に循環させ
る。このとき、ダンパ１９は閉じられていても開いていても関係ない。
【００３９】
　この動作においては、前述したように熱交換器１５が曲げコイル状に形成されているの
でストレート形状よりも吸込み面積が大きく、したがって熱交換の能力が大きくなるので
吸込み空気の量が同じでも流速を小さくすることができるので騒音を小さくすることがで
きる。
【００４０】
　ダンパ１９が閉じられているときは、換気モーター２２の運転は任意であるが、換気モ
ーター２２を運転することにより吸込口２４、２６に連通した脱衣室やトイレからの空気
を吸込口２４、２６から吸い込み、換気ファン２３で排気口２５から屋外に排気させて換
気を行うことができる。
【００４１】
　一方、浴室内を換気する場合は、ルーバ１４１および循環ボックス１１の吸込口８１か
ら吸入した浴室内の空気を風路１８に従って循環ボックス１１の内部を熱交換器１５およ
び循環ファン１６を通さずに通し、ダンパ１９を開いて換気ボックス２１に導入する。換
気ボックス２１では、導入された浴室内の空気を換気ファン２３で排気口２５に送り、屋
外に排気することにより浴室内の換気、乾燥を行う。このとき換気ボックス２１の吸込口
２４、２６にダンパー（図示せず）を設け、それが開いていれば吸込口２４、２６に連通
した脱衣室やトイレなど他の部屋の換気も同時に行われる。ダンパーが閉じていればグリ
ル１４に面した浴室内のみの換気、乾燥が行われる。
【００４２】
　なお、浴室内で洗濯物などを乾燥させる場合には暖房運転と換気運転を同時にまたは交
互に行うようにすることもできる。
【００４３】
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　これらの動作の制御や切換えは、図示しないリモコンなどにより制御信号が信号線（図
示せず）により電装箱３０に送られ、制御回路を駆動する。
【００４４】
　本実施の形態においては、電装箱３０は換気ボックス２１の外壁に設けられている。し
たがって高湿度の空気が制御回路の周囲を通過することがないので制御回路系の信頼性が
向上する。
【００４５】
　また、循環ボックス１１内に電装箱３０がないので風路１７、１８を広くすることがで
きる。このため同一風量でも循環ボックス１１内を通過する空気の流速を小さくすること
ができ、騒音を低減させることができる。また、電装箱３０がない分循環ボックス１１の
容積を小さくすることもできる。
【００４６】
　また、天井裏に設置された浴室暖房乾燥機１０の点検口３３は通常換気ボックス２１側
に設けられるので、端子台３０２に電源線３２を接続する作業や電装箱３０の電気回路系
を保守点検、修理をする際に、天井裏に上がらずに点検口３３から上半身を入れるだけで
作業することができる。
【００４７】
　ところで、前述したように、浴室暖房乾燥機１０は通常天井裏に設置されるが、近年、
浴室の天井をドーム天井とした住宅が増えている。この場合、ドームの場所や形状によっ
て換気ボックス２１がドーム天井に邪魔されて設置が困難な場合がしばしばある。この場
合は、図１において、固定板２０および換気ボックス２１を通風口８３以外の通風口８４
または８５、８８の位置に移動させ、通風口８３は蓋８５または８６、８９で覆うように
する。このように通風口８３、８４、８５、８８の位置を循環ボックス１１の４側面に形
成し、使用しない通風口８３、８４、８５は蓋８５、８６、８９で覆って遮蔽するように
すれば、換気ボックス２１を循環ボックス１１の４方向に対して設置可能なので、天井裏
の形状や空間の種々の制約を受けずに自由に施工することができる。
【００４８】
　なお、通風口８３、８４、８５、８８および蓋８５、８６、８９は循環ボックス１１の
４側面に全て無くてもよく、また、１側面に２つ以上あってもよい。
【００４９】
　なお、熱交換器１５としてはＰＴＣヒータ、温水用コイルあるいはヒートポンプ用コイ
ルなども使用可能であり、本発明における熱交換器１５はこれらも含むものである。
【００５０】
　また、ダンパー１９は循環ボックス１１側に設けてもその作用効果は変わらない。
【００５１】
　（実施の形態２）
　図４は本発明の実施の形態２における浴室暖房乾燥機１０の構成における要部の概略図
である。図４において、図１と同一部分には同一符号を付す。本実施の形態２は電装箱３
０の厚さや横幅を減らすために、電装箱３０の形状を断面が逆Ｌ字形状とし、逆Ｌ字形状
の各辺の箱内にプリント基板３０１、端子台３０２などの電装部品を収納する。プリント
基板３０１は信号線３０３により換気ボックス２１の換気モータ２２に接続され、また、
信号線３０４によりコネクタ３０５に接続される。一方循環ボックス１１の熱交換器１５
、循環モーター２７、ステッピングモーター２６を駆動するための信号線３０６もコネク
タ３０５に接続され、プリント基板３０１で制御された駆動信号が信号線３０４、コネク
タ３０５、信号線３０６を介して循環ボックス１１の熱交換器１５、循環モーター２７、
ステッピングモーター２６に供給されそれぞれを駆動する。
【００５２】
　この実施の形態２は電装箱３０の厚さを小さくできるので、点検者が点検口３３から上
半身を入れたときに頭が当たったり、手元の作業空間が狭くなるのを防止することができ
、保守点検の施工性が向上する。
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【００５３】
　また、換気モーター２２がＡＣモーターなどの高電圧モーターばどの場合に電気安全法
準拠のため信号線３０３が器体外に露出しないようにすることもできる。この場合、電装
箱３０を分割し、プリント基板３０３、端子台３０２部分と信号線３０３部分に分けると
施工性は向上する。
【００５４】
　（実施の形態３）
　図５は本発明の実施の形態３における浴室暖房乾燥機１０の構成における要部の斜視図
である。図５において、図１と同一部分には同一符号を付す。
【００５５】
　一般家屋などでは天井裏の天井板１２にリブ４１などが設けられている。このリブが天
井裏に出っ張っていると、浴室暖房乾燥機１０を天井裏に設置する際にリブ４１の出っ張
りにより換気ボックス２１と天井板１２との間の隙間が狭くなって設置できないことがあ
る。
【００５６】
　本実施の形態３においては、この問題を解決するために、固定板２０を上方に移動させ
、この固定板２０に換気ボックス２１を取り付けることにより循環ボックス１１に対して
換気ボックス２１をリブ４１の出っ張り分だけ上にずらせて固定する。このとき循環ボッ
クス１１の通風口８３をあらかじめ下方にやや大きくなるように形成しておき、固定板２
０と換気ボックス２１を上にずらせて固定したときに固定板２０の通風口２０１が小さく
ならないように設定しておく。
【００５７】
　まず、固定板２０を循環ボックス１１に対してリブ４１の出っ張り分だけ上にずらせて
ネジ４２で固定し、つぎに固定板２０の下端部に設けた取付部４３に換気ボックス２１の
下端に形成した穴４４を挿通させ、ボルト４５を換気ボックス２１の通し穴４６に通して
固定板２０の上端部におけるナット４７で固定する。この結果、リブ４１が換気ボックス
２１の下側に位置するようになり、換気ボックス２１と天井板１２との隙間も十分確保す
ることができる。
【００５８】
　なお、リブ４１が図５のように一方向であり、循環ボックス１１の横側にリブ４１等の
邪魔者がない場合には、実施の形態１で説明したように固定板２０および換気ボックス２
１を横側の通風口の位置に移動させて連結すればよいことはもちろんである。
【００５９】
　また、換気ボックス２１の上方にでっぱりがある場合などは、固定板２０を循環ボック
ス１１に対して下にずらせて固定し、換気ボックス２１を連結できる様にしてもよい。
【００６０】
　（実施の形態４）
　本実施の形態４は図１および図２、図３で説明した浴室暖房乾燥機１０を利用した２４
時間換気に関する運転方法である。
【００６１】
　近年、住宅の建材からホルムアルデヒドが発生しアレルギー性ぜんそくなどの原因にな
ることが問題になっている。このため、住宅の品質確保の促進等に関する法律（いわゆる
品確法）などにより２４時間換気システムが必須のものとして提唱されている。
【００６２】
　本実施の形態４は図１および図２、図３で説明した浴室暖房乾燥機１０によりこの２４
時間換気システムを実現するものである。
【００６３】
　換気ボックス２１の吸込口２４に接続されたダクト２４１によりたとえば住宅の一室で
ある脱衣室から空気を吸い込み、換気ファン２３で排気口２５からダクト２５１で屋外に
２４時間連続で排気を続けると、住宅の２４時間換気は可能である。
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【００６４】
　ところが、入浴中にこの換気運転を行うと入浴している浴室も換気され続けるので入浴
者が冷風感を感じ好ましくない。
【００６５】
　そこで実施の形態４では、入浴中は浴室内の換気を中止また、換気量を減らすようにす
る。すなわち、入浴時にリモコンにより換気運転を中止するとダンパ１９が閉状態または
閉に近い状態になり浴室内の風の流れは少なくなる。一方、入浴時の浴室の換気を中止ま
たは換気量を減らすと２４時間換気運転における総換気風量が減少する。そこで総換気風
量の減少を防止するために入浴時に浴室の換気を中止または、換気量を減らしたときは入
浴中は浴室暖房乾燥機１０と電気的に連動させた他の換気機器を運転させて他室の換気量
を上昇させる。
【００６６】
　また参考例として、入浴中は浴室の換気を中止または、換気量を減らしながら、入浴後
に換気モーター２２の回転数を上昇させて浴室や脱衣室からの換気量を上昇させる場合は
たとえば以下のように行う。
【００６７】
　あらかじめ、家屋全体の２４時間換気における必要換気回数に対応する換気総風量をリ
モコン（図示せず）で設定する。つぎに、入浴中に換気を中止した時間を電装箱３０のＥ
ＥＰＲＯＭに記憶させ、この記憶値に従って換気不足量を算出し、その不足分を２４時間
平均で補う様入浴後の換気モータ２２の回転数と運転時間を制御する。たとえば、換気モ
ータ２２の回転数Ｒのときの換気量をＶとして運転時間Ｔだけ運転すると２４時間換気に
おける必要換気回数に対応する換気総風量Ｐが得られるとすれば、Ｖ×Ｔ＝Ｐで表される
。この状態において浴室の換気をｔ時間中止したことによって換気風量ｐだけ減少した場
合に、運転時間Ｔを変えないで調節する場合は換気モータ２２の換気風量がＶ＋ｐ／ｔに
なるように回転数を高くしてＴ時間運転するように制御する。
【００６８】
　（実施の形態５）
　図６は本発明の実施の形態５における浴室暖房乾燥機１０の構成における要部の概念図
である。図６において、図１と同一部分には同一符号を付す。５１は回転式のダンパで、
先端に換気ボックス２１の通風口９１および吸込口２４を開閉するためのダンパ板５２が
設けられており、ダンパモータ５３により換気ボックス２１内を回動可能に取り付けられ
ている。
【００６９】
　実施の形態４における入浴時に浴室の換気運転を停止させるには、ダンパ板５２が位置
ａにきて浴室に連通している循環ボックス１１と連通した換気ボックス２１の通風口９１
を遮蔽するようにダンパモータ５３でダンパ５１を回動させる。この回動制御はリモコン
で行われる。このとき換気ボックス２１の吸込口２４は開放されているので脱衣室などの
換気は継続される。
【００７０】
　つぎに、入浴が終わって浴室の換気を急速に行う場合や浴室の乾燥時には浴室からの換
気風量を増大するためにダンパ５１を位置ｂに回動させて換気ボックス２１の通風口９１
を開放し、ダンパ板５２で換気ボックス２１の吸込口２４を遮蔽して換気運転を行う。こ
の場合、ダンパ５１の回動位置を位置ｂから若干ずらせて吸込口２４を少しあけておくこ
とにより脱衣室の換気も停止させずに換気運転することも可能である。このように、ダン
パ５１の回動位置を調節することにより吸込口２４からの吸込み風量を調節することがで
きる。同様に、浴室からの風量も調節することができる。
【００７１】
　通常の２４時間運転の状態では、ダンパ５１を位置ｃに回動させ、換気ボックス２１の
通風口９１および換気ボックス２１の吸込口２４を開放して換気運転を行う。ダンパ５１
が位置ｃにあるときは換気ボックス２１内の空気抵抗が小さくなるので騒音を低減するこ
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とができる。
【００７２】
　なお、換気ボックス２１の位置ｃに対応する位置に吸込口を形成し、この吸込み口をト
イレなど他の室からの空気の吸込口とすれば３室換気を行うことができる。
【００７３】
　また、図５における換気ボックス２１の形状を円筒形状とし、外壁に複数の吸込口を形
成してその各々にダンパ５１のダンパ板５２が移動可能なように構成してもよい。
【００７４】
　（実施の形態６）
　図７は本発明の実施の形態６における浴室暖房乾燥機１０の構成における要部の概念図
である。図７において、図１と同一部分には同一符号を付す。
【００７５】
　実施の形態５においては、ダンパ５１の回動位置を調整して吸込口からの風量を調整し
たが、本実施の形態６においては換気ボックスの吸込口２４にとりつける吸込アダプタ６
１に取付壁６２を設け、この取付壁６２に種々の大きさの風量調節板６３を着脱可能に挟
み込むことにより風路面積を調節した後吸込アダプタ６１にダクト２４１（図示せず）を
接続する。風量調節板６３の大きさは、施工時に浴室、脱衣室、トイレなど各室の大きさ
や位置などからあらかじめ各室の換気風量バランスを算定しておき、家屋全体としての風
の流れが最適になるように設定する。
【００７６】
　（実施の形態７）
　図８は本発明の実施の形態７における浴室暖房乾燥機１０の換気ボックス２１の吸込口
部の概念図である。実施の形態６においては、吸込アダプタ６１に取付壁６２を設け、こ
の取付壁６２に風量調節板６３を挟み込んで風路面積を調節したが、本実施の形態７にお
いては、吸込アダプタ６１の先端部に支点６５を中心に回動可能なシャッタ６４を設ける
。また、吸込アダプタ６１の上部にはネジボス６６が設けられ、このネジボス６６に調整
ネジ６７が挿通される。この状態で吸込アダプタ６１にダクト２４１（図示せず）を接続
する。
【００７７】
　換気運転していない状態ではシャッタ６４は図８の位置ｄに停止している。換気運転を
開始すると、シャッタ６４が吸い込み空気に押されて支点６５を中心に吸込アダプタ６１
内に向かって回動する。このとき、調整ネジ６７の締め込み度合いに応じてシャッタ６４
の開き角度が変わり、調整ネジ６７が締め込まれていないときは位置ｆまで開くが、調整
ネジ６７を締め込むとその締め込み位置に対応して位置ｅまでしか開かない。したがって
、換気ボックス２１に吸い込まれる空気の風路はシャッタ６４の開き度合いに応じて大き
さが変わるので、調整ネジ６７の締め込み度合いを調整することにより吸い込み風量を調
整することができる。このときの風量調節も実施の形態６と同様に、施工時に浴室、脱衣
室、トイレなど各室の大きさや位置などからあらかじめ各室の換気風量バランスを算定し
ておき、家屋全体としての風の流れが最適になるように調整する。
【００７８】
　なお、以上の各実施の形態において、熱交換器１５としてはＰＴＣヒータ、温水用コイ
ルあるいはヒートポンプ用コイルなども使用可能であり、本発明における熱交換器１５は
これらも含むものである。
【００７９】
　また、電装箱３０の取付位置を換気ボックスの一側面にした場合について説明したが、
点検口３３の近傍であれば電装部品の一部を換気ボックスのその他の側面や、上面、下面
に設けてもよい。また、循環ボックスの側面や、上面、下面に設けてもよい。
【００８０】
　また、換気を浴室と脱衣室の２室換気で説明したが、浴室１室換気あるいはトイレその
他を含んだ３室換気でも同様な用効果を有するものである。
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【００８１】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、熱交換器、循環ファン、ダンパおよび換気ファンなどを
駆動するための制御回路を有し、前記制御回路は２４時間換気運転する際に、入浴中は浴
室内の換気を中止または換気量を減らし、その間は電気的に連動させた換気機器を運転す
ることにより浴室以外からの換気量を上昇させることで、入浴中の浴室の換気量の停止ま
たは低下に対応させて、電気的に連動させた他の換気機器を運転させて他室の換気量を上
昇させることで、２４時間換気を効率的、効果的に行うことが可能な浴室暖房乾燥機を提
供することができる。
【００８２】
　また、天井裏の形状や空間の種々の制約に対して施工の自由度が高い浴室暖房乾燥機を
提供することができる。
【００８３】
　また、換気ボックスの吸い込み風量の調節が簡単な浴室暖房乾燥機を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１における浴室暖房乾燥機の全体構成を示す概略図
【図２】　図１におけるに浴室暖房乾燥機の要部の断面図
【図３】　図１におけるに浴室暖房乾燥機の要部の平面図
【図４】　本発明の実施の形態２における浴室暖房乾燥機の要部の概略図
【図５】　本発明の実施の形態３における浴室暖房乾燥機の要部の斜視図
【図６】　本発明の実施の形態５における浴室暖房乾燥機の要部の概念図
【図７】　本発明の実施の形態６における浴室暖房乾燥機の要部の概念図
【図８】　本発明の実施の形態７における浴室暖房乾燥機の換気ボックスの吸込口部の概
念図
【図９】　従来の浴室暖房乾燥機の構成を示す概略図
【符号の説明】
　８　　第１のケーシング
　９　　第２のケーシング
　１０　浴室暖房乾燥機
　１１　循環ボックス
　１２　天井板
　１３　穴
　１４　グリル
　１５　熱交換器
　１６　循環ファン
　１７　第１の風路
　１８　第２の風路
　１９　ダンパ
　２０　固定板
　２１　換気ボックス
　２２　換気モータ
　２３　換気ファン
　２４　吸込口
　２６　吸込口
　８１　吸込口
　２５　排気口
　２６　ステッピングモーター
　２７　循環モーター
　３０　電装箱
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　３２　電源線
　３３　点検口
　４１　リブ
　４２　ネジ
　４３　取付部
　４５　ボルト
　４６　通し穴
　４７　ナット
　５１　ダンパ
　５２　ダンパ板
　５３　ダンパモータ
　６１　吸込アダプタ
　６２　取付壁
　６３　風量調節板
　６４　シャッタ
　６５　支点
　６６　ネジボス
　６７　調整ネジ
　８０　壁面
　８２　吹出口
　８９　蓋
　１４１　吸込ルーバ
　１４２　吹出ルーバ　２０１　通風口
　２４１　ダクト
　２５１　ダクト
　２６１　ダクト
　３０１　プリント基板
　３０２　端子台
　３０３　信号線
　３０４　信号線
　３０５　コネクタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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