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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】給湯空調システムにおいて、給湯の排熱を冷房
に使う運転と冷房の需要がないときの冷蓄熱運転の両方
を行えるようにする。
【解決手段】冷媒回路１０に、室外熱交換器１１、室内
熱交換器１２、及びそれぞれ給湯タンク２４，２５に接
続された２台の各冷媒/水熱交換器３１，３２の冷媒側
通路１３，１４を接続し、室外熱交換器１１、室内熱交
換器１２及び各冷媒/水熱交換器３１，３２のそれぞれ
を凝縮器と蒸発器に切り換え可能にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調と給湯を行う給湯空調システムであって、
　室外熱交換器（11）と室内熱交換器（12）の間で冷媒が循環して室内の空調を行う冷媒
回路（10）と、２台の貯留タンク（24，25）を有する水回路（20）と、冷媒が流れる冷媒
側通路（13，14）と水が流れる水側通路（26，27）とを有し冷媒と水とが熱交換をする２
台の冷媒/水熱交換器（31，32）とを備え、
　各貯留タンク（24，25）に各冷媒/水熱交換器（31，32）の水側通路（26，27）が接続
され、
　上記冷媒回路（10）は、室外熱交換器（11）及び室内熱交換器（12）に加えて各冷媒/
水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）が接続された回路であり、該室外熱交換器
（11）、室内熱交換器（12）及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）
のそれぞれが凝縮器と蒸発器に切り換え可能であることを特徴とする給湯空調システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の
冷媒側通路（13，14）は、一端側が冷媒回路（10）の圧縮機（15）の吐出側と吸入側とに
切り換え可能に接続され、他端側が冷媒回路（10）の膨張機構（17a，17b，17c，17d）に
接続されていることを特徴とする給湯空調システム。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の
冷媒側通路（13，14）は、上記一端側が三方弁（16a，16b，16c，16d）を介して上記圧縮
機（15）の吐出側と吸入側とに切り換え可能に接続されていることを特徴とする給湯空調
システム。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか１つにおいて、
　上記冷媒回路（10）の２台の冷媒/水熱交換器（31，32）の一方が凝縮器になると同時
に他方が蒸発器になることにより、２台の貯留タンク（24，25）の一方に温水を貯めると
同時に他方に冷水を貯める運転が可能に構成されていることを特徴とする給湯空調システ
ム。
【請求項５】
　請求項４において、
　２台の貯留タンク（24，25）の一方である第１貯留タンク（24）が主として温水を蓄え
る温熱蓄熱タンクに設定されるとともに他方である第２貯留タンク（25）が主として冷水
を蓄える冷熱蓄熱タンクに設定され、
　上記第１貯留タンク（24）が温熱蓄熱タンクになるときには該第１貯留タンク（24）に
接続されている冷媒/水熱交換器（31）において冷媒と水が対向流になり、上記第２貯留
タンク（25）が冷熱蓄熱タンクになるときには該第２貯留タンク（25）に接続されている
冷媒/水熱交換器（32）において冷媒と水が対向流になるように構成されていることを特
徴とする給湯空調システム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調と給湯を行う給湯空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空調と給湯を行う給湯空調システムが知られている(例えば、特許文献１参照)。
特許文献１の給湯空調システムでは、冷媒回路の圧縮機の吐出ガスの温熱をプレート熱交
換器で給湯回路（水回路）の温水に伝達し、加熱した温水を、プレート熱交換器に接続さ



(3) JP 2015-124910 A 2015.7.6

10

20

30

40

50

れた貯留タンクに蓄えるようにしている。そして、貯留タンクに蓄えられた温水が給湯に
用いられるようになっている。
【０００３】
　また、プレート熱交換器で放熱した冷媒は、膨張機構で減圧された後に蓄熱槽に供給さ
れ、氷蓄熱が行われる。この蓄熱槽に氷として蓄えられた冷熱は、利用側である空調に供
給されて冷房に用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１３９４３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記給湯空調システムでは、給湯の排熱（冷熱）を蓄熱槽に蓄えて冷房に用いることは
できるものの、冷熱を蓄えるのは冷房の需要があるときだけであり、冷房の需要がないと
きに冷熱を蓄えて例えば凝縮熱源に用いるようなことは想定されていなかった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、給湯空調シス
テムにおいて、冷房需要があるときに冷熱を蓄えるだけでなく、冷房の需要がないときに
も冷蓄熱運転を行えるようにすることで、幅広い運転を可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、空調と給湯を行う給湯空調システムを前提としている。
【０００８】
　そして、この給湯空調システムは、室外熱交換器（11）と室内熱交換器（12）の間で冷
媒が循環して室内の空調を行う冷媒回路（10）と、２台の貯留タンク（24，25）を有する
水回路（20）と、冷媒が流れる冷媒側通路（13，14）と水が流れる水側通路（26，27）と
を有し冷媒と水とが熱交換をする２台の冷媒/水熱交換器（31，32）とを備え、各貯留タ
ンク（24，25）に各冷媒/水熱交換器（31，32）の水側通路（26，27）が接続され、上記
冷媒回路（10）は、室外熱交換器（11）及び室内熱交換器（12）に加えて各冷媒/水熱交
換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）が接続された回路であり、該室外熱交換器（11）
、室内熱交換器（12）及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれ
ぞれが凝縮器と蒸発器に切り換え可能であることを特徴としている。
【０００９】
　この第１の発明では、冷媒回路（10）に接続されている室外熱交換器（11）、室内熱交
換器（12）及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれぞれが凝縮
器と蒸発器に切り換え可能であるから、室内熱交換器（12）を蒸発器にして冷媒/水熱交
換器（31，32）の少なくとも一つを凝縮器にすることにより、冷房時に温熱を蓄熱するこ
とができる。また、冷媒/水熱交換器（31，32）の少なくとも一方を蒸発器にして運転を
行うことにより、冷熱を蓄熱することができる。貯留タンク（24，25）に蓄えた冷熱は、
例えば凝縮熱源に用いることができる。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明において、上記室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、
及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）は、一端側が冷媒回路（10）
の圧縮機（15）の吐出側と吸入側とに切り換え可能に接続され、他端側が冷媒回路（10）
の膨張機構（17a，17b，17c，17d）に接続されていることを特徴としている。
【００１１】
　この第２の発明では、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水熱
交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吐出側に接続されるよ
うに切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32）は凝縮器となる。また、室外熱交換
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器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13
，14）の一端が圧縮機（15）の吸入側に接続されるように切り換えると、その熱交換器（
11，12，31，32）は蒸発器となる。
【００１２】
　第３の発明は、第２の発明において、上記室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、
及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）は、上記一端側が三方弁（16a
，16b，16c，16d）を介して上記圧縮機（15）の吐出側と吸入側とに切り換え可能に接続
されていることを特徴としている。
【００１３】
　この第３の発明では、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水熱
交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吐出側に接続されるよ
うに三方弁（16a，16b，16c，16d）を切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32）は
凝縮器となる。また、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水熱交
換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吸入側に接続されるよう
に三方弁（16a，16b，16c，16d）を切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32）は蒸
発器となる。
【００１４】
　第４の発明は、第１から第３の発明の何れか１つにおいて、上記冷媒回路（10）は、２
台の冷媒/水熱交換器（31，32）の一方が凝縮器になると同時に他方が蒸発器になること
により、２台の貯留タンク（24，25）の一方に温水を貯めると同時に他方に冷水を貯める
運転が可能に構成されていることを特徴としている。
【００１５】
　この第４の発明では、貯留タンク（24，25）の一方で温熱蓄熱を行いながら他方で冷熱
蓄熱を行う運転が行われる。
【００１６】
　第５の発明は、第４の発明において、２台の貯留タンク（24，25）の一方である第１貯
留タンク（24）が主として温水を蓄える温熱蓄熱タンクに設定されるとともに他方である
第２貯留タンク（25）が主として冷水を蓄える冷熱蓄熱タンクに設定され、上記第１貯留
タンク（24）が温熱蓄熱タンクになるときには該第１貯留タンク（24）に接続されている
冷媒/水熱交換器（31）において冷媒と水が対向流になり、上記第２貯留タンク（25）が
冷熱蓄熱タンクになるときには該第２貯留タンク（25）に接続されている冷媒/水熱交換
器（32）において冷媒と水が対向流になるように構成されていることを特徴としている。
【００１７】
　この第５の発明では、第１貯留タンク（24）が温熱蓄熱タンクになるときと、第２貯留
タンク（25）が冷熱蓄熱タンクになるときには、各冷媒/水熱交換器（31，32）において
冷媒と水が対向流になる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、冷媒回路（10）に接続されている室外熱交換器（11）、室内熱交換器
（12）及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれぞれが凝縮器と
蒸発器に切り換え可能であるから、室内熱交換器（12）を蒸発器にして冷媒/水熱交換器
（31，32）を凝縮器にすることにより、給湯の排熱を冷房に使う運転が可能である。また
、冷媒/水熱交換器（31，32）の少なくとも一方を蒸発器にする運転を行うことにより、
冷房の需要がなくても冷熱蓄熱を行うことも可能となる。このように、本発明によれば、
幅広い運転を行うことができる給湯空調システムを実現できる。
【００１９】
　上記第２の発明によれば、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/
水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吐出側に接続され
るように切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32）は凝縮器となる。また、室外熱
交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路
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（13，14）の一端が圧縮機（15）の吸入側に接続されるように切り換えると、その熱交換
器（11，12，31，32）は蒸発器となる。したがって、室外熱交換器（11）、室内熱交換器
（12）及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれぞれを凝縮器と
蒸発器に切り換える構成を容易に実現できる。
【００２０】
　上記第３の発明によれば、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/
水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吐出側に接続され
るように三方弁（16a，16b，16c，16d）を切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32
）は凝縮器となる。また、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水
熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吸入側に接続される
ように三方弁（16a，16b，16c，16d）を切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32）
は蒸発器となる。したがって、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）及び各冷媒/水
熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれぞれを凝縮器と蒸発器に切り換える構
成を、三方弁（16a，16b，16c，16d）を用いて容易に実現できる。
【００２１】
　上記第４の発明によれば、貯留タンク（24，25）の一方で温熱蓄熱を行いながら他方で
冷熱蓄熱を行う運転を行うことができるので、給湯や床暖房などの温熱を利用した運転だ
けでなく、床冷房などの冷熱を利用した運転を行うことも可能になる。
【００２２】
　上記第５の発明によれば、第１貯留タンク（24）が温熱蓄熱タンクになるときと、第２
貯留タンク（25）が冷熱蓄熱タンクになるときには、各冷媒/水熱交換器（31，32）にお
いて冷媒と水が対向流になるので、冷媒と水の熱交換が効率よく行われる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の実施形態１に係る給湯空調システムの回路構成図である。
【図２】図２は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード１を示す回路構成図
である。
【図３】図３は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード２を示す回路構成図
である。
【図４】図４は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード３を示す回路構成図
である。
【図５】図５は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード４を示す回路構成図
である。
【図６】図６は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード５を示す回路構成図
である。
【図７】図７は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード６を示す回路構成図
である。
【図８】図８は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード７を示す回路構成図
である。
【図９】図９は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード８を示す回路構成図
である。
【図１０】図１０は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード９を示す回路構
成図である。
【図１１】図１１は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード１０を示す回路
構成図である。
【図１２】図１２は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード１１を示す回路
構成図である。
【図１３】図１３は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード１２を示す回路
構成図である。
【図１４】図１４は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード１３を示す回路
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構成図である。
【図１５】図１５は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード１４を示す回路
構成図である。
【図１６】図１６は、実施形態１の給湯空調システムにおける運転モード１５を示す回路
構成図である。
【図１７】図１７は、実施形態１の給湯空調システムにおける三方弁のパターンと膨張弁
のパターンの組み合わせに基づく運転動作の可能なモードを示す表である。
【図１８】図１８は、本発明の実施形態２に係る給湯空調システムの回路構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２５】
　《発明の実施形態１》
　本発明の実施形態１について説明する。
【００２６】
　図１に示す実施形態１は、空調と給湯を行う給湯空調システム（1）に関するものであ
る。この給湯空調システム（1）は、室外熱交換器（11）と室内熱交換器（12）の間で冷
媒が循環して室内の空調を行う冷媒回路（10）と、２台の貯留タンク（24，25）を有する
水回路（20）と、冷媒が流れる冷媒側通路（13，14）と水が流れる水側通路（26，27）と
を有し冷媒と水とが熱交換をする２台の冷媒/水熱交換器（31，32）とを備えている。
【００２７】
　各貯留タンク（24，25）には、各冷媒/水熱交換器（31，32）の水側通路（26，27）が
接続されている。
【００２８】
　ここで、以下の説明では、２つの貯留タンク（24，25）のうち、一方を第１貯留タンク
（24）と称し、他方を第２貯留タンク（25）と称する。また、第１貯留タンク（24）に接
続されている冷媒/水熱交換器を第１冷媒/水熱交換器（31）と称し、第２貯留タンク（25
）に接続されている冷媒/水熱交換器を第２冷媒/水熱交換器（32）と称する。
【００２９】
　上記冷媒回路（10）は、室外熱交換器（11）及び室内熱交換器（12）に加えて各冷媒/
水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）が接続された回路である。この冷媒回路（
10）は、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の
冷媒側通路（13，14）のそれぞれが、凝縮器と蒸発器に切り換え可能である。
【００３０】
　冷媒回路（10）は、具体的には、圧縮機（15）と、４つの三方弁（16a，16b，16c，16d
）と、室外熱交換器（11）と、室内熱交換器（12）と、２台の冷媒/水熱交換器（31，32
）と、４つの膨張弁（膨張機構）（17a，17b，17c，17d）とが接続された回路である。圧
縮機（15）の吐出側は、各三方弁（16a，16b，16c，16d）の第１ポート（P1）に接続され
、圧縮機（15）の吸入側は、各三方弁（16a，16b，16c，16d）の第２ポート（P2）に接続
されている。また、各三方弁（16a，16b，16c，16d）の第３ポート（P3）は、各熱交換器
のガス側の端部に接続されている。
【００３１】
　上記各三方弁（16a，16b，16c，16d）は、第１ポート（P1）と第３ポート（P3）が連通
して圧縮機（15）の吐出側と各熱交換器（11，12，31，32）が連通する吐出連通位置（例
えば図１の三方弁（16a）の実線の位置）と、第２ポート（P2）と第３ポート（P3）が連
通して圧縮機（15）の吸入側と各熱交換器（11，12，31，32）が連通する吸入連通位置（
例えば図１の三方弁（16b）の実線の位置）とに切り換え可能に構成されている。
【００３２】
　各熱交換器（11，12，31，32）の液側のポートは各膨張弁（17a，17b，17c，17d）に接
続されている。４つの膨張弁（17a，17b，17c，17d）は、１つの接続点（P）に対して並
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列に接続されている。なお、各膨張弁（17a，17b，17c，17d）は電子膨張弁である。
【００３３】
　ここで、以下の説明において、室外熱交換器（11）に接続された三方弁を第１三方弁（
16a）と称し、室内熱交換器（12）に接続された三方弁を第２三方弁（16b）と称し、第１
冷媒/水熱交換器（31）に接続された三方弁を第３三方弁（16c）と称し、第２冷媒/水熱
交換器（32）に接続された三方弁を第４三方弁（16d）と称する。また、室外熱交換器（1
1）に接続された膨張弁を第１膨張弁（17a）と称し、室内熱交換器（12）に接続された膨
張弁を第２膨張弁（17b）と称し、第１冷媒/水熱交換器（31）に接続された膨張弁を第３
膨張弁（17c）と称し、第２冷媒/水熱交換器（32）に接続された膨張弁を第４膨張弁（17
d）と称する。
【００３４】
　本実施形態では、以上のように構成することにより、上記室外熱交換器（11）、室内熱
交換器（12）、及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端側は、
それぞれ三方弁（16a，16b，16c，16d）を介して上記圧縮機（15）の吐出側と吸入側とに
切り換え可能に接続されていることになる。また、各熱交換器（11，12，31，32）の他端
側は、それぞれ冷媒回路（10）の膨張機構に接続されている。
【００３５】
　水回路（20）は、貯留タンク（24，25）と冷媒/水熱交換器（31，32）とがポンプを介
して接続された水循環回路（21，22）と、ポンプに接続された水回路(23)とを有している
。水循環回路（21，22）として、上記第１冷媒/水熱交換器（31）及び第１貯留タンク（2
4）と第１ポンプ（28）とが接続された第１水循環回路（21）と、上記第２冷媒/水熱交換
器（32）及び第２貯留タンク（25）と第２ポンプ（29）とが接続された第２水循環回路（
22）とが設けられている。なお、第１ポンプ（28）は、図では便宜上、第１貯留タンク（
24）の上側に示しているが、これは実際の給湯空調システムにおける第１ポンプ（28）の
位置を限定するものではない。
【００３６】
　水回路（23）は、貯留タンク（24，25）へ水を供給する給水管（23a）と、貯留タンク
（24，25）から水を取り出す出水管（23b）とを有している。給水管（23a）には各貯留タ
ンク（24，25）の給水側が並列に接続され、出水管（23b）には各貯留タンク（24，25）
の出水側が並列に接続されている。給水管（23a）には給水源（図示せず）が接続され、
出水管（23b）の先端には出水ノズル（35）が接続されている。また、出水管（23b）には
、ボイラーなどの補助加熱器（36）が接続されている。
【００３７】
　本実施形態の給湯空調システム（1）では、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）
及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれぞれが凝縮器と蒸発器
に切り換え可能であるから、種々の運転が可能である。そして、本実施形態は、冷媒回路
（10）の２台の冷媒/水熱交換器（31，32）の一方が凝縮器になると同時に他方が蒸発器
になることにより、２台の貯留タンク（24，25）の一方に温水を貯めると同時に他方に冷
水を貯める運転が可能に構成されていることを特徴としている。
【００３８】
　　－運転動作－
　以下、本実施形態の給湯空調システム（1）の代表的な運転モード（後述する図１７の
表で黒丸をつけた運転モード）について説明する。
【００３９】
　〈運転モード１〉
　図２に示す運転モード１は、夏期の夜間など、深夜電気料金の時間帯に温熱蓄熱と冷熱
蓄熱を行う運転である。この運転モード１では、第３三方弁（16c）が吐出連通位置とな
り、第１三方弁（16a）と第２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）が吸入連通位置となる
。また、第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）が閉位置となり、第３膨張弁（17c）と
第４膨張弁（17d）が開位置となる。なお、第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d）は、



(8) JP 2015-124910 A 2015.7.6

10

20

30

40

50

一方が全開となり、他方は所定開度に調整される。
【００４０】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
３三方弁（16c）を通って第１冷媒/水熱交換器（31）に流入し、第１水循環回路（21）を
流れる水と熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第１貯留タンク（
24）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００４１】
　この実施形態では、第１貯留タンク（24）が主として温熱蓄熱タンクに用いられ、第２
貯留タンク（25）が主として冷熱蓄熱タンクに用いられるように定められている。そして
、第１貯留タンク（24）が温熱蓄熱タンクになるときには第１冷媒/水熱交換器（31）に
おいて冷媒と水が対向琉になるように構成され、第２貯留タンク（25）が冷熱蓄熱タンク
になるときには第２冷媒/水熱交換器（32）において冷媒と水が対向流になるように構成
されている。
【００４２】
　第１冷媒/水熱交換器（31）で凝縮した冷媒は第３膨張弁（17c）及び第４膨張弁（17d
）を通過する際に減圧され、第２冷媒/水熱交換器（32）に流入する。冷媒は、第２冷媒/
水熱交換器（32）で第２水循環回路（22）の水から吸熱して蒸発し、水は冷却される。冷
却された水は貯留タンク（24，25）に蓄えられる（冷熱蓄熱）。第２冷媒/水熱交換器（3
2）で蒸発した低圧の冷媒は第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この
運転モード１では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００４３】
　上述したように、この運転モード１では、第１貯留タンク（24）での温熱蓄熱と第２貯
留タンク（25）での冷熱蓄熱が同時に行われる。蓄えた温熱は給湯に使用することが可能
であるし、蓄えた冷熱は夏期の昼間の冷房に用いることにより電力のピークカットに利用
することができるから、給湯空調システム（1）の運転効率を高められる。
【００４４】
　〈運転モード２〉
　図３に示す運転モード２は、冷房を行いながら温熱蓄熱を行う運転である。この運転モ
ード２では、第４三方弁（16d）が吐出連通位置となり、第１三方弁（16a）と第２三方弁
（16b）と第３三方弁（16c）が吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第３膨
張弁（17c）が閉位置となり、第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17d）が開位置となる。
なお、第２膨張弁（17b）は所定開度に調整され、第４膨張弁（17d）が全開となる。
【００４５】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
４三方弁（16d）を通って第２冷媒/水熱交換器（32）に流入し、第２水循環回路（22）を
流れる水と熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第２貯留タンク（
25）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００４６】
　第２冷媒/水熱交換器（32）で凝縮した冷媒は第４膨張弁（17d）を通過した後に第２膨
張弁（17b）で減圧され、室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器（12）
で室内空気から吸熱して蒸発し、室内空気が冷却される（冷房）。室内熱交換器（12）で
蒸発した低圧の冷媒は第２三方弁（16b）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転
モード２では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００４７】
　上述したように、この運転モード２では、第２貯留タンク（25）での温熱蓄熱と室内熱
交換器（12）での冷房が同時に行われる。第２貯留タンク（25）に蓄えた温熱は給湯に用
いることができ、電力のピークカット効果を得ることができる。
【００４８】
　〈運転モード３〉
　図４に示す運転モード３は、冷房を行いながら温熱蓄熱と冷熱蓄熱を行う運転である。
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この運転モード３では、第３三方弁（16c）が吐出連通位置となり、第１三方弁（16a）と
第２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）が吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a
）が閉位置となり、第２膨張弁（17b）と第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d）が開位
置となる。なお、第３膨張弁（17c）は全開となり、第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17
d）の開度が調整される。
【００４９】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
３三方弁（16c）を通って第１冷媒/水熱交換器（31）に流入し、第１水循環回路（21）を
流れる水と熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第１貯留タンク（
24）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００５０】
　第１冷媒/水熱交換器（31）で凝縮した冷媒は第３膨張弁（17c）を通過した後に分流し
、第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17d）で減圧される。第４膨張弁（17d）で減圧され
た冷媒は第２冷媒/水熱交換器（32）に流入する。冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で
第２水循環回路（22）の水から吸熱して蒸発し、水は冷却される。冷却された水は貯留タ
ンク（24，25）に蓄えられる（冷熱蓄熱）。
【００５１】
　一方、第２膨張弁（17b）で減圧された冷媒は室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は
、室内熱交換器（12）で室内空気から吸熱して蒸発し、室内空気が冷却される（冷房）。
第２冷媒/水熱交換器（32）と室内熱交換器（12）で蒸発した低圧の冷媒は、それぞれ第
２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モー
ド３では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００５２】
　上述したように、この運転モード３では、室内熱交換器（12）での冷房と第１貯留タン
ク（24）での温熱蓄熱と第２貯留タンク（25）での冷熱蓄熱が同時に行われる。
【００５３】
　〈運転モード４〉
　図５に示す運転モード４は、冬期の夜間などに蓄熱を行う運転である。この運転モード
４では、第４三方弁（16d）が吐出連通位置となり、第１三方弁（16a）と第２三方弁（16
b）と第３三方弁（16c）が吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第４膨張弁
（17d）が開位置となり、第２膨張弁（17b）と第３膨張弁（17c）が閉位置となる。なお
、第４膨張弁（17d）は全開となり、第１膨張弁（17a）の開度が調整される。
【００５４】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
４三方弁（16d）を通って第２冷媒/水熱交換器（32）に流入し、第２水循環回路（22）を
流れる水と熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第２貯留タンク（
25）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００５５】
　第２冷媒/水熱交換器（32）で凝縮した冷媒は第４膨張弁（17d）を通過した後に第１膨
張弁（17a）で減圧される。第１膨張弁（17a）で減圧された冷媒は室外熱交換器（11）に
流入する。冷媒は、室外熱交換器（11）で室外空気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器
（11）で蒸発した低圧の冷媒は、第１三方弁（16a）を通って圧縮機（15）に吸入される
。この運転モード４では、冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００５６】
　上述したように、この運転モード４では、室外熱交換器（11）での吸熱と第２貯留タン
ク（25）での温熱蓄熱が行われる。なお、第３三方弁（16c）及び第４三方弁（16d）の開
閉状態を逆にし、第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d）の開閉状態を逆にすることによ
り、第１貯留タンク（24）で温熱蓄熱をするようにしてもよい。
【００５７】
　〈運転モード５〉
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　図６に示す運転モード５は、夏期の夜間などに、室外熱交換器（11）で放熱しながら温
熱蓄熱と冷熱蓄熱を同時に行う運転である。この運転モード５では、第１三方弁（16a）
と第３三方弁（16c）が吐出連通位置となり、第２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）が
吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d
）が開位置となり、第２膨張弁（17b）が閉位置となる。なお、第１膨張弁（17a）と第３
膨張弁（17c）は全開となり、第４膨張弁（17d）の開度が調整される。
【００５８】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、一
部が第１三方弁（16a）を通って室外熱交換器（11）に流入し、室外空気と熱交換して凝
縮（放熱）する。また、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、残りが第３三方弁（
16c）を通って第１冷媒/水熱交換器（31）に流入し、第１水循環回路（21）を流れる水と
熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第１貯留タンク（24）に蓄え
られる（温熱蓄熱）。
【００５９】
　室外熱交換器（11）で凝縮した冷媒は第１膨張弁（17a）を通過し、第１冷媒/水熱交換
器（31）で凝縮した冷媒は第３膨張弁（17c）を通過して、互いに合流する。合流した冷
媒は、第４膨張弁（17d）で減圧される。第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は第２冷媒
/水熱交換器（32）に流入する。冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で第２水循環回路（
22）の水から吸熱して蒸発し、水は冷却される。冷却された水は貯留タンク（24，25）に
蓄えられる（冷熱蓄熱）。第２冷媒/水熱交換器（32）で蒸発した低圧の冷媒は、第４三
方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モード５では冷媒回路（10）
において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００６０】
　上述したように、この運転モード５では、室外熱交換器（11）での放熱と第１貯留タン
ク（24）での温熱蓄熱と第２貯留タンク（25）での冷熱蓄熱が同時に行われる。
【００６１】
　〈運転モード６〉
　図７に示す運転モード６は、夏期の夜間などに、室外熱交換器（11）で吸熱しながら温
熱蓄熱と冷熱蓄熱を同時に行う運転である。この運転モード６では、第３三方弁（16c）
が吐出連通位置となり、第１三方弁（16a）と第２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）が
吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d
）が開位置となり、第２膨張弁（17b）が閉位置となる。なお、第３膨張弁（17c）は全開
となり、第１膨張弁（17a）と第４膨張弁（17d）の開度が調整される。
【００６２】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
３三方弁（16c）を通って第１冷媒/水熱交換器（31）に流入し、第１水循環回路（21）を
流れる水と熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第１貯留タンク（
24）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００６３】
　第１冷媒/水熱交換器（31）で凝縮した冷媒は第３膨張弁（17c）を通過した後に分流し
、第１膨張弁（17a）と第４膨張弁（17d）で減圧される。第１膨張弁（17a）で減圧され
た冷媒は室外熱交換器（11）に流入する。冷媒は、室外熱交換器（11）で室外空気から吸
熱して蒸発する。また、第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は第２冷媒/水熱交換器（32
）に流入する。冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で第２水循環回路（22）の水から吸
熱して蒸発し、水は冷却される。冷却された水は貯留タンク（24，25）に蓄えられる（冷
熱蓄熱）。
【００６４】
　室外熱交換器（11）と第２冷媒/水熱交換器（32）で蒸発した冷媒は、それぞれ第１三
方弁（16a）と第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モード６
では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
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【００６５】
　上述したように、この運転モード６では、室外熱交換器（11）での吸熱と第１貯留タン
ク（24）での温熱蓄熱と第２貯留タンク（25）での冷熱蓄熱が同時に行われる。
【００６６】
　〈運転モード７〉
　図８に示す運転モード７は、室外熱交換器（11）で放熱しながら室内熱交換器（12）で
暖房し、温熱蓄熱された温熱を熱源とした運転である。この運転モード７は、例えば、後
述する運転モード１０において室外熱交換器（11）が着霜したときに室外熱交換器（11）
を蒸発器から凝縮器に切り換えることでデフロストをしながら暖房を継続できる運転であ
る。この運転モード７では、第１三方弁（16a）と第２三方弁（16b）が吐出連通位置とな
り、第３三方弁（16c）と第４三方弁（16d）が吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（
17a）と第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17d）が開位置となり、第３膨張弁（17c）が閉
位置となる。なお、第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）は全開となり、第４膨張弁（
17d）の開度が調整される。
【００６７】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、一
部が第１三方弁（16a）を通って室外熱交換器（11）に流入し、室外空気と熱交換して凝
縮（放熱）する。また、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、残りが第２三方弁（
16b）を通って室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器（12）で室内空気
に放熱し、室内空気が加熱される（暖房）。
【００６８】
　室外熱交換器（11）で凝縮した冷媒は第１膨張弁（17a）を通過し、室内熱交換器（12
）で凝縮した冷媒は第２膨張弁（17b）を通過して、互いに合流する。合流した冷媒は、
第４膨張弁（17d）で減圧される。第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は第２冷媒/水熱
交換器（32）に流入する。冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で第２水循環回路（22）
の水から吸熱して蒸発し、水は冷却される。第２貯留タンク（25）に蓄えられていた温熱
がデフロスト運転の熱源として利用され、いわゆるノンストップ暖房運転が可能になる。
【００６９】
　第２冷媒/水熱交換器（32）で蒸発した冷媒は、第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15
）に吸入される。この運転モード７では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が
循環する。
【００７０】
　上述したように、この運転モード７では、室外熱交換器（11）での放熱と室内熱交換器
（12）での暖房と第２貯留タンク（25）での温熱利用が同時に行われる。
【００７１】
　〈運転モード８〉
　図９に示す運転モード８は、室外熱交換器（11）で放熱しながら室内熱交換器（12）で
冷房し、冷熱蓄熱も行う運転である。この運転モード８では、第１三方弁（16a）が吐出
連通位置となり、第２三方弁（16b）と第３三方弁（16c）と第４三方弁（16d）が吸入連
通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17d）が開
位置となり、第３膨張弁（17c）が閉位置となる。なお、第１膨張弁（17a）は全開となり
、第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17d）の開度が調整される。
【００７２】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、室
外熱交換器（11）に流入し、室外空気と熱交換して凝縮（放熱）する。凝縮した冷媒は第
１膨張弁（17a）を通過した後、分流して第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17d）で減圧
される。第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は第２冷媒/水熱交換器（32）に流入する。
冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で第２水循環回路（22）の水から吸熱して蒸発し、
水は冷却される。冷却された水は貯留タンク（24，25）に蓄えられる（冷熱蓄熱）。
【００７３】
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　一方、第２膨張弁（17b）で減圧された冷媒は室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は
、室内熱交換器（12）で室内空気から吸熱して蒸発し、室内空気が冷却される（冷房）。
第２冷媒/水熱交換器（32）と室内熱交換器（12）で蒸発した低圧の冷媒は、それぞれ第
２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モー
ド８では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００７４】
　上述したように、この運転モード８では、室外熱交換器（11）での放熱と室内熱交換器
（12）での冷房と第２貯留タンク（25）での冷熱蓄熱が同時に行われる。
【００７５】
　〈運転モード９〉
　図１０に示す運転モード９は、室外熱交換器（11）での吸熱と室内熱交換器（12）での
暖房を行いながら温熱蓄熱を行う運転である。この運転モード９では、第２三方弁（16b
）と第４三方弁（16d）が吐出連通位置となり、第１三方弁（16a）と第３三方弁（16c）
が吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17
d）が開位置となり、第３膨張弁（17c）が閉位置となる。なお、第２膨張弁（17b）と第
４膨張弁（17d）は全開となり、第１膨張弁（17a）の開度が調整される。
【００７６】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、一
部が第２三方弁（16b）を通って室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器
（12）で室内空気に放熱して凝縮し、室内空気が加熱される（暖房）。また、圧縮機（15
）から吐出された高圧の冷媒は、残りが第４三方弁（16d）を通って第２冷媒/水熱交換器
（32）に流入し、第２水循環回路（22）を流れる水と熱交換して凝縮（放熱）する。水は
加熱されて温水になり、第２貯留タンク（25）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００７７】
　室内熱交換器（12）で凝縮した冷媒は第２膨張弁（17b）を通過し、第２冷媒/水熱交換
器（32）で凝縮した冷媒は第４膨張弁（17d）を通過して、互いに合流する。合流した冷
媒は、第１膨張弁（17a）で減圧され、室外熱交換器（11）に流入する。冷媒は、室外熱
交換器（11）で室外空気から吸熱して蒸発する。
【００７８】
　室外熱交換器（11）で蒸発した冷媒は、第１三方弁（16a）を通って圧縮機（15）に吸
入される。この運転モード９では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環す
る。
【００７９】
　上述したように、この運転モード９では、室外熱交換器（11）での吸熱と室内熱交換器
（12）での暖房と第２貯留タンク（25）での温熱蓄熱が同時に行われる。
【００８０】
　〈運転モード１０〉
　図１１に示す運転モード１０は、室外熱交換器（11）での吸熱と室内熱交換器（12）で
の暖房を行いながら冷熱蓄熱を行う運転である。この運転モード１０では、第２三方弁（
16b）が吐出連通位置となり、第１三方弁（16a）と第３三方弁（16c）と第４三方弁（16d
）が吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（
17d）が開位置となり、第３膨張弁（17c）が閉位置となる。なお、第２膨張弁（17b）は
全開となり、第１膨張弁（17a）と第４膨張弁（17d）の開度が調整される。
【００８１】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
２三方弁（16b）を通って室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器（12）
で室内空気に放熱して凝縮し、室内空気が加熱される（暖房）。
【００８２】
　室内熱交換器（12）で凝縮した冷媒は第２膨張弁（17b）を通過した後、分流して第１
膨張弁（17a）と第４膨張弁（17d）で減圧される。第１膨張弁（17a）で減圧された冷媒
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は室外熱交換器（11）に流入する。冷媒は、室外熱交換器（11）で室外空気から吸熱して
蒸発する。また、第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は第２冷媒/水熱交換器（32）に流
入する。冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で第２水循環回路（22）の水から吸熱して
蒸発し、水は冷却される。冷却された水は第２貯留タンク（25）に蓄えられる（冷熱蓄熱
）。
【００８３】
　室外熱交換器（11）と第２冷媒/水熱交換器（32）で蒸発した低圧の冷媒は、それぞれ
第１三方弁（16a）と第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モ
ード１０では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００８４】
　上述したように、この運転モード１０では、室該熱交換器での放熱と室内熱交換器（12
）での暖房と第２貯留タンク（25）での冷熱蓄熱が同時に行われる。
【００８５】
　〈運転モード１１〉
　図１２に示す運転モード１１は、室外熱交換器（11）での吸熱と室内熱交換器（12）で
の冷房を行いながら温熱蓄熱を行う運転である。この運転モード１１では、第４三方弁（
16d）が吐出連通位置となり、第１三方弁（16a）と第２三方弁（16b）第３三方弁（16c）
とが吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（
17d）が開位置となり、第３膨張弁（17c）が閉位置となる。なお、第４膨張弁（17d）は
全開となり、第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）の開度が調整される。
【００８６】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
４三方弁（16d）を通って第２冷媒/水熱交換器（32）に流入し、第２水循環回路（22）を
流れる水と熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第２貯留タンク（
25）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００８７】
　第２冷媒/水熱交換器（32）で凝縮した冷媒は、第４膨張弁（17d）を通過した後、分流
して第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）で減圧される。第１膨張弁（17a）で減圧さ
れた冷媒は室外熱交換器（11）に流入し、冷媒が室外空気から吸熱して蒸発する。また、
第２膨張弁（17b）で減圧された冷媒は、室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内
熱交換器（12）で室内空気から吸熱して蒸発し、室内空気が冷却される（冷房）。
【００８８】
　室外熱交換器（11）と室内熱交換器（12）で蒸発した低圧の冷媒は、それぞれ第１三方
弁（16a）と第２三方弁（16b）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モード１１
では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００８９】
　上述したように、この運転モード１１では、室外熱交換器（11）での吸熱と室内熱交換
器（12）での冷房と第２貯留タンク（25）での温熱蓄熱が同時に行われる。
【００９０】
　〈運転モード１２〉
　図１３に示す運転モード１２は、室外熱交換器（11）での放熱と室内熱交換器（12）で
の暖房を行いながら、２台の貯留タンク（24，25）の両方で蓄熱された温熱を熱源として
利用する運転である。この運転モード１２は、例えば、後述する運転モード１５において
室外熱交換器（11）が着霜したときに室外熱交換器（11）を蒸発器から凝縮器に切り換え
ることでデフロストをしながら暖房を継続できる運転である。この運転モード１２では、
第１三方弁（16a）と第２三方弁（16b）が吐出連通位置となり、第３三方弁（16c）と第
４三方弁（16d）が吸入連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）から第４膨張弁（17d
）のすべてが開位置となるが、そのうち第１膨張弁（17a）と第２膨張弁（17b）が全開で
、第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d）の開度が調整される。
【００９１】
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　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、一
部が第１三方弁（16a）を通って室外熱交換器（11）に流入し、室外空気と熱交換して凝
縮（放熱）する。また、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、残りが第２三方弁（
16b）を通って室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器（12）で室内空気
に放熱して凝縮し、室内空気が加熱される（暖房）。
【００９２】
　室外熱交換器（11）で凝縮した冷媒は第１膨張弁（17a）を通過し、室内熱交換器（12
）で凝縮した冷媒は第２膨張弁（17b）を通過して、互いに合流する。合流した冷媒は、
分流して第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d）で減圧される。第４膨張弁（17d）で減
圧された冷媒は第１冷媒/水熱交換器（31）に流入する。冷媒は、第１冷媒/水熱交換器（
31）で第１水循環回路（21）の水から吸熱して蒸発し、第１貯留タンク（24）内の温水は
冷却される。また、第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は第２冷媒/水熱交換器（32）に
流入する。冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で第２水循環回路（22）の水から吸熱し
て蒸発し、水は冷却される。
【００９３】
　第１冷媒/水熱交換器（31）と第２冷媒/水熱交換器（32）で蒸発した冷媒は、それぞれ
第３三方弁（16c）と第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モ
ード１２では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【００９４】
　上述したように、この運転モード１２では、室外熱交換器（11）での放熱と室内熱交換
器（12）での暖房と第１貯留タンク（24）での冷熱蓄熱と第２貯留タンク（25）での温熱
利用が同時に行われる。
【００９５】
　〈運転モード１３〉
　図１４に示す運転モード１３は、夏期の夜間などに、室外熱交換器（11）での放熱と室
内熱交換器（12）での冷房を行いながら、２台の貯留タンク（24，25）の両方で温熱蓄熱
を行う運転である。この運転モード１３では、第１三方弁（16a）と第３三方弁（16c）と
第４三方弁（16d）が吐出連通位置となり、第２三方弁（16b）が吸入連通位置となる。ま
た、第１膨張弁（17a）から第４膨張弁（17d）のすべてが開位置となるが、そのうち第１
膨張弁（17a）と第３膨張弁（17c）と第４膨張弁（17d）が全開で、第２膨張弁（17b）の
開度が調整される。
【００９６】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、一
部が第１三方弁（16a）を通って室外熱交換器（11）に流入し、室外空気と熱交換して凝
縮（放熱）する。また、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、残りが第３三方弁（
16c）及び第４三方弁（16d）を通って第１冷媒/水熱交換器（31）及び第２冷媒/水熱交換
器（32）に流入し、第１水循環回路（21）及び第２水循環回路（22）を流れる水と熱交換
して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第１貯留タンク（24）及び第２貯留
タンク（25）に蓄えられる（温熱蓄熱）。
【００９７】
　室外熱交換器（11）で凝縮した冷媒は第１膨張弁（17a）を通過し、第１冷媒/水熱交換
器（31）及び第２冷媒/水熱交換器（32）で凝縮した冷媒は第３膨張弁（17c）および第４
膨張弁（17d）を通過して、互いに合流する。合流した冷媒は、第２膨張弁（17b）で減圧
されてから室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器（12）で室内空気から
吸熱して蒸発し、室内空気が冷却される（冷房）。
【００９８】
　室内熱交換器（12）で蒸発した低圧の冷媒は、第２三方弁（16b）を通って圧縮機（15
）に吸入される。この運転モード１３では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒
が循環する。
【００９９】



(15) JP 2015-124910 A 2015.7.6

10

20

30

40

50

　上述したように、この運転モード１３では、室外熱交換器（11）での放熱と室内熱交換
器（12）での冷房と第１貯留タンク（24）での温熱蓄熱と第２貯留タンク（25）での温熱
蓄熱が同時に行われる。
【０１００】
　〈運転モード１４〉
　図１５に示す運転モード１４は、夏期に、室外熱交換器（11）での放熱と室内熱交換器
（12）での冷房を行いながら、２台の貯留タンク（24，25）の一方で温熱蓄熱を行い、他
方で冷熱蓄熱を行う運転である。この運転モード１４では、第１三方弁（16a）と第３三
方弁（16c）が吐出連通位置となり、第２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）が吸入連通
位置となる。また、第１膨張弁（17a）から第４膨張弁（17d）のすべてが開位置となるが
、そのうち第１膨張弁（17a）と第３膨張弁（17c）が全開で、第２膨張弁（17b）と第４
膨張弁（17d）の開度が調整される。
【０１０１】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、一
部が第１三方弁（16a）を通って室外熱交換器（11）に流入し、室外空気と熱交換して凝
縮（放熱）する。また、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、残りが第３三方弁（
16c）を通って第１冷媒/水熱交換器（31）に流入し、第１水循環回路（21）を流れる水と
熱交換して凝縮（放熱）する。水は加熱されて温水になり、第１貯留タンク（24）に蓄え
られる（温熱蓄熱）。
【０１０２】
　室外熱交換器（11）で凝縮した冷媒は第１膨張弁（17a）を通過し、第１冷媒/水熱交換
器（31）で凝縮した冷媒は第３膨張弁（17c）を通過して、互いに合流する。合流した冷
媒は、分流して第２膨張弁（17b）と第４膨張弁（17d）で減圧される。第２膨張弁（17b
）で減圧された冷媒は室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器（12）で室
内空気から吸熱して蒸発し、室内空気が冷却される。
【０１０３】
　また、第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）に流入する
。冷媒は、第２冷媒/水熱交換器（32）で第２水循環回路（22）の水から吸熱して蒸発し
、水は冷却される。冷却された水は第２貯留タンク（25）に蓄えられる（冷熱蓄熱）。
【０１０４】
　室内熱交換器（12）で蒸発した低圧の冷媒と第２冷媒/水熱交換器（32）で蒸発した低
圧の冷媒は、それぞれ第２三方弁（16b）と第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸
入される。この運転モード１４では冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環
する。
【０１０５】
　上述したように、この運転モード１４では、室外熱交換器（11）での放熱と室内熱交換
器（12）での冷房と第１貯留タンク（24）での温熱蓄熱と第２貯留タンク（25）での冷熱
蓄熱が同時に行われる。
【０１０６】
　〈運転モード１５〉
　図１６に示す運転モード１５は、極寒期などに、室外熱交換器（11）での吸熱と室内熱
交換器（12）での暖房を行いながら、２台の貯留タンク（24，25）の両方で蓄熱された温
熱も熱源として利用する運転である。この運転モード１５では、第２三方弁（16b）が吐
出連通位置となり、第１三方弁（16a）と第３三方弁（16c）と第４三方弁（16d）が吸入
連通位置となる。また、第１膨張弁（17a）から第４膨張弁（17d）のすべてが開位置とな
るが、そのうち第２膨張弁（17b）が全開で、第１膨張弁（17a）と第３膨張弁（17c）と
第４膨張弁（17d）の開度が調整される。
【０１０７】
　この状態で圧縮機（15）を運転すると、圧縮機（15）から吐出された高圧の冷媒は、第
２三方弁（16b）を通って室内熱交換器（12）に流入する。冷媒は、室内熱交換器（12）
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で室内空気に放熱して凝縮し、室内空気が加熱される（暖房）。
【０１０８】
　室内熱交換器（12）で凝縮した冷媒は、分流した後、第１膨張弁（17a）と第３膨張弁
（17c）と第４膨張弁（17d）で減圧される。第１膨張弁（17a）で減圧された冷媒は室外
熱交換器（11）に流入する。冷媒は、室外熱交換器（11）で室外空気から吸熱して蒸発す
る。
【０１０９】
　第３膨張弁（17c）及び第４膨張弁（17d）で減圧された冷媒は第１冷媒/水熱交換器（3
1）及び第２冷媒/水熱交換器（32）に流入する。冷媒は、第１冷媒/水熱交換器（31）及
び第２冷媒/水熱交換器（32）で第１水循環回路（21）及び第２水循環回路（22）の温水
から吸熱して蒸発し、水は冷却される。
【０１１０】
　室外熱交換器（11）で蒸発した低圧の冷媒と第１冷媒/水熱交換器（31）及び第２冷媒/
水熱交換器（32）で蒸発した低圧の冷媒は、それぞれ第１三方弁（16a）と第３三方弁（1
6c）と第４三方弁（16d）を通って圧縮機（15）に吸入される。この運転モード１５では
冷媒回路（10）において以上のサイクルで冷媒が循環する。
【０１１１】
　上述したように、この運転モード１５では、室外熱交換器（11）での吸熱と室内熱交換
器（12）での暖房と第１貯留タンク（24）での冷熱蓄熱と第２貯留タンク（25）での吸熱
が同時に行われる。
【０１１２】
　〈その他の運転モード〉
　本実施形態では、上述した運転モードの他にも種々の運転モードを設定可能である。
【０１１３】
　図１７には、三方弁のパターン（16a，16b，16c，16d）と膨張弁（17a，17b，17c，17d
）のパターンの組み合わせに基づいて、本実施形態で可能な運転動作を上記の運転モード
１～運転モード１５を含めて示している。図中の運転モード１～運転モード１５には、黒
い丸印と対応する図面の番号を付している。
【０１１４】
　図１７において、三方弁（16a，16b，16c，16d）のパターンの値０は吐出連通位置を示
し、値１は吸入連通位置を示している。この値が００００であれば、４つの三方弁（16a
，16b，16c，16d）のすべてが吐出連通位置ということである。また、膨張弁（17a，17b
，17c，17d）のパターンの値０は閉位置を示し、１は開位置を示している。この値が００
００であれば、４つの膨張弁（17a，17b，17c，17d）のすべてが閉位置ということである
。可能な組み合わせは、２台の貯留タンク（24，25）のパターンについてパターン０１と
パターン１０は同じであるから、図示の通り１２×１２＝１４４通りになる。
【０１１５】
　ただし、以下の状態では運転を行うことはできない。まず、４つの三方弁（16a，16b，
16c，16d）がすべて吐出連通状態になっていたりすべて吸入連通状態になっていたりする
状態では運転を行うことはできない。また、４つの膨張弁（17a，17b，17c，17d）がすべ
て閉位置になっていたり１つだけが開位置になっていたりする状態でも運転を行うことは
できない。さらに、膨張弁（17a，17b，17c，17d）が開位置になっている熱交換器に接続
されている三方弁（16a，16b，16c，16d）の状態が同じで熱交換器が凝縮器だけあるいは
蒸発器だけになってしまう場合も運転を行うことはできない。
【０１１６】
　以上のことから、本実施形態では、上記の運転モード１～運転モード１５を含めて、全
部で図１７に示すとおり５７通りのパターンでの運転が可能である。
【０１１７】
　　－実施形態１の効果－
　本実施形態によれば、冷媒回路（10）に接続されている室外熱交換器（11）、室内熱交
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換器（12）及び各冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれぞれが凝縮
器と蒸発器に切り換え可能であるから、給湯の排熱を冷房に使う運転が可能であるし、冷
房の需要にかかわらず冷熱蓄熱を行うことも可能となる。
【０１１８】
　さらに、本実施形態によれば、貯留タンク（24，25）の一方で温熱蓄熱を行いながら他
方で冷熱蓄熱を行う運転を行うことができるので、蓄えた温熱を給湯に用いるだけでなく
、蓄えた冷熱を利用した運転を行うことも可能になる。このように、本実施形態では、各
熱交換器（11，12，31，32）を凝縮器と蒸発器に切り換えることにより種々の運転モード
を行うことが可能であるから、幅広い運転を行うことができる給湯空調システムを実現で
きる。
【０１１９】
　また、本実施形態では、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水
熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吐出側に接続される
ように三方弁（16a，16b，16c，16d）を切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32）
が凝縮器となる。また、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）、または各冷媒/水熱
交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）の一端が圧縮機（15）の吸入側に接続されるよ
うに三方弁（16a，16b，16c，16d）を切り換えると、その熱交換器（11，12，31，32）が
蒸発器となる。したがって、室外熱交換器（11）、室内熱交換器（12）及び各冷媒/水熱
交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）のそれぞれを凝縮器と蒸発器に切り換える構成
を、三方弁（16a，16b，16c，16d）を用いて容易に実現できる。
【０１２０】
　また、本実施形態では、第１貯留タンク（24）を主として温熱蓄熱タンクに用い、第２
貯留タンク（25）を主として冷熱蓄熱タンクに用いるように定めているとともに、第１貯
留タンク（24）が温熱蓄熱タンクになるときに第１冷媒/水熱交換器（31）において冷媒
と水が対向琉になり、第２貯留タンク（25）が冷熱蓄熱タンクになるときに第２冷媒/水
熱交換器（32）において冷媒と水が対向流になるようにしているので、冷媒と水の熱交換
が効率よく行われる。
【０１２１】
　《発明の実施形態２》
　本発明の実施形態２について説明する。
【０１２２】
　この実施形態２では、冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路（13，14）が貯留タン
ク（24，25）の中に配置されている。そして、冷媒/水熱交換器（31，32）の冷媒側通路
（13，14）が貯留タンク（24，25）の水に浸漬されているので、実施形態１の水循環回路
（21，22）は設けられていない。
【０１２３】
　また、この実施形態２では、第１貯留タンク（24）と第２貯留タンク（25）のサイズ（
容量）が異なっている。第１貯留タンク（24）と第２貯留タンク（25）のサイズを異なら
せているのは、冷凍と給湯の負荷の割合により、冷水をためるタンクと温水を貯めるタン
クを選択できるようにするためである。
【０１２４】
　この実施形態２の給湯空調システム（1）のその他の構成は実施形態１と同じである。
【０１２５】
　また、この実施形態２の給湯空調システム（1）は、実施形態１の給湯空調システム（1
）と同じ運転を行うことができ、実施形態１と同じ作用効果を奏する。
【０１２６】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【０１２７】
　例えば、上記実施形態では、冷媒回路（10）に各熱交換器（11，12，31，32）に対応し



(18) JP 2015-124910 A 2015.7.6

10

20

30

40

て膨張弁（17a，17b，17c，17d）を設けているが、少なくとも空調運転に加えて、貯留タ
ンク（24，25）の一方で温熱蓄熱を行いながら他方で冷熱蓄熱を行える構成になっている
限りは、膨張弁の位置や個数を変更してもよいし、キャピラリチューブや開閉弁（電磁弁
）を組み合わせて用いてもよい。
【０１２８】
　また、上記実施形態では、各熱交換器（11，12，31，32）に対する圧縮機（15）の吐出
側と吸入側の連通状態を切り換えるために三方弁（16a，16b，16c，16d）を用いているが
、開閉弁を組み合わせて用いるなど、他の機構を採用してもよい。
【０１２９】
　また、本発明では、貯留タンク（24，25）や冷媒/水熱交換器（31，32）を２台ずつ設
けるようにしているが、これらは少なくとも２台であればよく、２台が設けられている限
りはそれより多く設けることを除外するものではない。
【０１３０】
　要するに、本発明は、冷媒回路（10）に室外熱交換器（11）と室内熱交換器（12）と２
つの冷媒/水熱交換器（31，32）を備えた構成において、各熱交換器（11，12，31，32）
が凝縮器と蒸発器に切り換えられるようになっている限り、具体的な回路構成などは適宜
変更してもよい。
【０１３１】
　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、ある
いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　以上説明したように、本発明は、空調と給湯を行う給湯空調システムについて有用であ
る。
【符号の説明】
【０１３３】
　1 　給湯空調システム
　10　冷媒回路
　11　室外熱交換器
　12　室内熱交換器
　13　冷媒側通路
　14　冷媒側通路
　15　圧縮機
　16a 第１三方弁
　16b 第２三方弁
　16c 第３三方弁
　16d 第４三方弁
　17a 第１膨張弁（膨張機構）
　17b 第２膨張弁（膨張機構）
　17c 第３膨張弁（膨張機構）
　17d 第４膨張弁（膨張機構）
　20　水回路
　24　第１貯留タンク
　25　第２貯留タンク
　26　水側通路
　27　水側通路
　31　第１冷媒/水熱交換器
　32　第２冷媒/水熱交換器 
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