
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
用途の異なる複数の出湯先にそれぞれ出湯要求の有無を検出する検出手段を設け、出湯要
求のあった出湯先に応じて最大出湯量を変更するように制御したことを特徴とする給湯機
。
【請求項２】
用途の異なる複数の出湯先にそれぞれ遠隔操作盤を設け、同遠隔操作盤に、省エネルギ運
転スイッチを設けた

ことを特徴とする給湯機。
【請求項３】
最大出湯量の設定を遠隔操作盤で行えるようにしたことを特徴とする 記載の給湯
機。
【請求項４】
流量制限機能の解除は、出湯先に拘束されることなくいずれの遠隔操作盤からも行えるよ
うにしたことを特徴とする に記載の給湯機。
【請求項５】
省エネルギ運転スイッチがＯＮされると、出湯目標温度を設定温度よりも一定温度低くす
ることを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の給湯機。
【請求項６】
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給湯機において、
流量制限機能を有し、省エネルギ運転スイッチのＯＮ操作に応じて、同スイッチを具備す
る遠隔操作盤を設けた出湯先に見合った最大出湯量に変更する

請求項２

請求項２又は３



遠隔操作盤に、省エネルギ運転スイッチがＯＮされていることを報知する報知手段を設け
たことを特徴とする のいずれかに記載の給湯機。
【請求項７】
用途の異なる複数の出湯先が台所の水栓と、シャワー装置とであることを特徴とする

のいずれかに記載の給湯機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、給湯機に関し、詳しくは、省エネルギ運転が可能な給湯機に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
近年の給湯機は出湯先が多岐にわたっており、例えば、台所や洗面所や浴室などに設けら
れた各水栓、あるいは、シャワー装置などへも一つの給湯機で給湯可能となっている。
【０００３】
他方、各地で水不足が発生するにつれて節水への関心が高まり、給湯機にも節水機能を付
加したものが開発されている。
【０００４】
例えばこの種の給湯機には、特開平９－３０３８６５号に示すものがあり、これは、制限
流量最大値を同最大値よりも低い所定流量値に制限する流量制限手段を具備し、給湯機の
能力を強制的に低く抑えることによって、使用者が水栓で流量を絞ることなく節水するこ
とができるようにしている。また、制限流量の設定や解除は、使用者が操作部により任意
に操作可能としている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記した従来の給湯機には、未だ下記に示すような課題が残されていた。
【０００６】
すなわち、台所で食器洗いに湯を使用する場合と、浴室でシャワーを使用する場合とでは
制限流量が異なるために、その都度適正な制限流量に変更する必要があり不便であった。
【０００７】
また、近年では節水のみに止まらず、トータル的な省エネルギ化が要求されており、湯の
設定温度に何ら制限を設けていない上記従来の技術では燃料消費量の改善ができないので
大きな省エネルギ化は図れないものであった。
【０００８】
本発明は、上記課題を解決することのできる給湯機を提供することを目的としている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
そこで、請求項１記載の本発明では、用途の異なる複数の出湯先にそれぞれ出湯要求の有
無を検出する検出手段を設け、出湯要求のあった出湯先に応じて最大出湯量を変更するよ
うに制御した。
【００１０】
また、請求項２記載の本発明では、用途の異なる複数の出湯先にそれぞれ遠隔操作盤を設
け、同遠隔操作盤に、省エネルギ運転スイッチを設けた給湯機において、流量制限機能を
有し、省エネルギ運転スイッチのＯＮ操作に応じて、同スイッチを具備する遠隔操作盤を
設けた出湯先に見合った最大出湯量に変更することとした。
【００１２】
また、請求項３記載の本発明では、最大出湯量の設定を遠隔操作盤で行えるようにした。
【００１３】
また、請求項４記載の本発明では、流量制限機能の解除は、出湯先に拘束されることなく
いずれの遠隔操作盤からも行えるようにした。
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請求項２～５

請求
項１～６



【００１４】
また、請求項５記載の本発明では、省エネルギ運転スイッチがＯＮされると、出湯目標温
度を設定温度よりも一定温度低くすることとした。
【００１５】
また、請求項６記載の本発明では、遠隔操作盤に、省エネルギ運転スイッチがＯＮされて
いることを報知する報知手段を設けた。
【００１６】
さらに、請求項７記載の本発明では、用途の異なる複数の出湯先が台所の水栓と、シャワ
ー装置とであることとした。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明に係る給湯機は、用途の異なる複数の出湯先にそれぞれ出湯要求の有無を検出する
検出手段を設け、出湯要求のあった出湯先に応じて最大出湯量を変更するように制御した
ものである。
【００１８】
用途の異なる複数の出湯先としては、台所の水栓と、浴室のシャワー装置とであることと
し、台所で食器等を洗う場合の出湯量と、浴室でシャワーを使用する場合とで最大出湯量
をそれぞれに見合うように変更している。
【００１９】
また、上記異なる出湯先である台所と浴室にそれぞれ遠隔操作盤（以下、台所リモコンと
浴室リモコンという）を設け、両リモコンに、省エネルギ運転スイッチ（以下省エネスイ
ッチという）をそれぞれ設けて、使用者が通常運転と省エネ運転とを選択して使用できる
ようにしている。
【００２０】
さらに、本実施の形態では給湯機に流量制限機能をもたせ、省エネスイッチのＯＮ操作に
応じて、同スイッチを具備するリモコンを設けた出湯先の用途に見合う最大出湯量、すな
わち台所リモコンであれば食器洗いに見合う最大出湯量、浴室リモコンであればシャワー
使用に見合う最大出湯量に変更するように制御している。例えば、食器洗いであれば適正
流量は５リットル／分であり、シャワーであれば適正流量は 10リットル／分なので、それ
ぞれに応じた最大出湯量に強制的に変更することで大きな節水効果を得ることができる。
【００２１】
しかも、かかる各出湯先における最大出湯量の設定を台所で使用するのであれば台所リモ
コンで、シャワー装置を使用するのであれば浴室リモコンで行えるようにすることができ
、使用者に湯量不足で不自由な思いをさせることがないようにしている。
【００２２】
また、前記流量制限機能の解除は、出湯先に拘束されることなくいずれのリモコンからも
行えるようにすることができる。すなわち、台所リモコンからでも浴室リモコンで設定し
たシャワー用の最大出湯量を、浴室リモコンからでも台所リモコンで設定した食器洗い用
の最大出湯量をキャンセルできるようにし、使い勝手をより向上させることができる。
【００２３】
また、省エネスイッチがＯＮされると、出湯目標温度を設定温度よりも一定温度低くする
こともできる。
【００２４】
このように、出湯先に応じて温度を強制的に設定温度よりも一定温度だけ低くすることで
ガスや灯油等の燃料消費量を低減させることができ、大きな省エネ効果が得られる。
【００２５】
ところで、前記各リモコンには、省エネスイッチがＯＮされていることを報知する報知手
段を設けることが好ましい。すなわち、使用者が給湯機の現在の運転状態をいつでも確認
できるようにしておけば、使用目的によって通常運転から省エネ運転へ、あるいは省エネ
運転から通常運転へといつでも切換え可能にするためである。
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【００２６】
このように、本発明に係る給湯機は、用途の異なる複数の出湯先で各出湯先の湯の用途に
見合った適正な最大出湯量に制限でき、湯量に大きな不満を抱くことなく自然に節水効果
を得ることができる。
【００２７】
また、出湯先に設けたリモコンによって運転状況が確認できるとともに、それぞれのリモ
コンで省エネ運転の開始が行え、また、その解除はいずれのリモコンでも行えるので使い
勝手がきわめて良好である。
【００２８】
【実施例】
以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【００２９】
（第１実施例）
図１は第１実施例に係る給湯機Ａの模式的説明図である。図示するように、給湯機Ａは、
互いに連通連結した入水管 20と出湯管 21と吸熱管 22とを具備する熱交換器２をケーシング
１内に配設し、前記入水管 20と外部からの給水管３とを連通連結するとともに、出湯管 21
と給湯管４とを連通連結している。 23はバーナである。
【００３０】
給湯管４は中途で分岐して複数の出湯先に伸延しており、本実施例では、一方の分岐流路
41を台所に設けた台所用水栓５に連通連結するとともに、他方の分岐流路 42を浴室に設け
た浴室用水栓６に連通連結している。また、浴室用水栓６には連結管 60を介してシャワー
ヘッド 61を接続してシャワー装置を構成している。
【００３１】
また、前記入水管 20の中途には水量センサ７を取付け、出湯管 21の中途には、上流側から
サーミスタからなる出湯温度センサ８と、出湯量を制御する流量調整バルブ９を配設して
いる。
【００３２】
給湯機Ａは、遠隔操作盤（リモコン）により操作可能となっており、台所には台所用リモ
コン B1を、浴室には浴室用リモコン B2を配設して、電源のＯＮ・ＯＦＦや出湯温度の温度
設定を行えるようにしている。
【００３３】
かかるリモコン B1,B2 は、前記した水量センサ７、出湯温度センサ８、流量調整バルブ９
とともに、ケーシング１内に配設された制御部Ｃに電気的に接続している。
【００３４】
上記構成において、本実施例の特徴をなすのは、台所用水栓５と浴室用水栓６にそれぞれ
出湯要求の有無を検出する出湯検出手段 D1,D2 を設け、出湯要求のあった出湯先に応じて
最大出湯量を変更するように制御したことにある。
【００３５】
すなわち、前記制御部Ｃに流量制限機能をもたせ、図１に示すように、台所用水栓５及び
浴室用水栓６に、それぞれ例えば水流スイッチなどからなる出湯検出手段 D1,D2 を設け、
これらを前記制御部Ｃと接続して、水栓 5,6 が操作されて出湯が検出されると、水量セン
サ７で検出した給湯機Ａへの入水量に基づき、流量調整バルブ９の開閉量を調整して台所
で食器等を洗う場合の第１の流量と、浴室でシャワーを使用する場合の第２の流量とで最
大出湯量をそれぞれに見合うように変更するものである。
【００３６】
本実施例では、第１の流量となる台所用水栓５の最大出湯量を５リットル／分に、第２の
流量となる浴室用水栓６の最大出湯量を 10リットル／分に制限するようにしている。かか
る数値は、通常使用する場合の適正流量であり、経験的に割り出されている。
【００３７】
したがって、各水栓 5,6 からの最大出湯量は、それぞれの用途に見合った流量値に制限さ
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れるので、使用者は意識することなく節水することができる。
【００３８】
また、前記リモコン B1,B2 に省エネルギ運転スイッチ（以下省エネスイッチという） 12を
設け（図４参照）、同スイッチ 12がＯＮされたときに台所で食器等を洗う場合の出湯量と
、浴室でシャワーを使用する場合とで最大出湯量をそれぞれに見合うように変更すること
もできる。
【００３９】
さらに、省エネ運転とした場合、すなわち、省エネスイッチ 12がＯＮの場合は、要求出湯
温度よりも一定温度低い出湯温度に強制的に変更することもできる。
【００４０】
すなわち、省エネスイッチ 12がＯＮの場合は、節水を含めて大幅な省エネ効果を生起でき
るように、設定された出湯温度よりも実際には一定値低い温度で出湯するようにして、ガ
スや灯油等の消費量を節約するものである。
【００４１】
例えば、シャワーを使用している際に、設定温度を 40℃として表示画面 15にはそのように
表示されていても、省エネスイッチ 12をＯＮにした場合は、実際の出湯温度は 38℃あるい
は 39℃しにするものである。かかる構成により、省エネ効果をより高めることができる。
【００４２】
すなわち、かかる制御をフローチャートで示すと図２のようになる。
【００４３】
省エネスイッチ 12がＯＮされない場合は通常運転として最大出湯量を 20リットル／分に設
定し (STEP 1)、ＯＮされている場合、台所で使用されている場合は第１の流量である５リ
ットル／分に制限し (STEP 2)、浴室で使用されている場合は第２の流量である 10リットル
／分に制限する (STEP 3)。
【００４４】
そして、流量を制限するとともに、いずれの水栓 5,6 からの出湯であっても、実際の出湯
温度を一定温度低く設定されたものとして温度管理をするものである (STEP 4),(STEP 5) 
。なおこの場合、台所用水栓５からの出湯温度のみを一定温度低くするようにしてもよい
。
【００４５】
なお、本実施例の変形例として、図３に示すように、出湯検出手段 D1,D2 を給湯機Ａのケ
ーシング１内に設けることもできる。
【００４６】
すなわち、ケーシング１内において、出湯管 21を分岐流路 41a,42a に分岐させるとともに
、各分岐流路 41a,42a と台所用給湯管 43と浴室用給湯管 44とを連通連結し、前記各分岐流
路 41a,42a の中途に出湯検出手段 D1,D2 を設けている。
【００４７】
この場合、制御部Ｃと出湯検出手段 D1,D2 とを接続する電気信号線はケーシング１の内部
配線で済み、また、出湯検出手段 D1,D2 を各水栓 5,6 に取付ける必要がないので給湯機Ａ
の設置工事が容易となる。なお、他の構成は図１に示したものと同様である。
【００４８】
なお、本実施例では、台所及び浴室とで同時に出湯する場合においては、浴室用水栓６を
優先して最大出湯量を設定するようにしている。もともと適正流量の少ない台所用水栓５
を優先すると、シャワーを使用する場合に出湯量が不足してしまうからである。また、台
所及び浴室の最大出湯量の合計を 15リットル／分としてもよい。
【００４９】
（第２実施例）
次に、第２実施例に係る給湯機Ａについて説明する。これは、第１実施例で説明した節水
運転を、前記した台所用・浴室用リモコン B1,B2 による操作で行えるようにしたものであ
る。
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【００５０】
すなわち、流量制限などを行わない通常運転とするか、省エネ運転とするかを使用者がリ
モコン操作で選択的に行えるようにしている。
【００５１】
さらに、本実施例でも、第１実施例同様に、省エネ運転とした場合、すなわち省エネスイ
ッチ 12がＯＮの場合は、要求出湯温度よりも一定温度低い出湯温度に強制的に変更するこ
ともできる。
【００５２】
例えば、シャワーを使用している際に、設定温度を 40℃として表示画面 15にはそのように
表示されていても、省エネスイッチ 12をＯＮにした場合は、実際の出湯温度は 39℃あるい
は 38℃にするものである。かかる構成により、省エネ効果をより高めることができる。
【００５３】
図４に本実施例に係る台所用・浴室用リモコン B1,B2 の概略を示している。なお、台所用
・浴室用リモコン B1,B2 を主と副とに分け（通常は台所用リモコン B1を主とする）、その
大きさや形状、また、備えるスイッチ類の数等を異ならせてもよいが、本実施例では便宜
的に同一仕様としたもので説明する。
【００５４】
図示するように、リモコン B1,B2 には、給湯機Ａを立ち上げる運転スイッチ 11と省エネス
イッチ 12とを設けており、省エネスイッチ 12の操作により、前述したように、出湯要求の
あった出湯先に応じて最大出湯量を変更できるようにしている。
【００５５】
すなわち、かかる制御をフローチャートで示すと、図５に示すように、省エネスイッチ 12
がＯＮされていない場合は、通常運転として最大出湯量を 20リットル／分に設定し (STEP 
1)、ＯＮされている場合、これが台所用リモコン B1によるＯＮ操作であるならば、５リッ
トル／分に制限し (STEP 2)、浴室リモコン B2で省エネスイッチ 12をＯＮしたのであればシ
ャワー使用に見合う 10リットル／分に最大出湯量を制限するように変更するもので (STEP 
3)　、変更された最大流量値はリモコン B1,B2 に設けた液晶表示による表示画面 15に表示
される。
【００５６】
そして、このように最大出湯量を制限した後は、いずれの水栓 5,6 からの出湯であっても
、実際の出湯温度を一定温度低く設定されたものとして温度管理をして出湯するようにし
ている (STEP 4),(STEP 5) 。なおこの場合、台所用水栓５からの出湯温度のみを一定温度
低くするようにしてもよい。
【００５７】
また、図４に示すように、台所用・浴室用リモコン B1,B2 には報知手段としての表示ラン
プ 11a,12a を設けており、給湯機Ａが立上状態の場合は、表示ランプ 11a が点灯し、省エ
ネスイッチ 12がＯＮの場合は表示ランプ 12a が点灯する。したがって、使用者は給湯機Ａ
の運転状態をリモコン B1,B2 を見るだけで容易に把握することができる。
【００５８】
また、リモコン B1,B2 には流量・温度変更スイッチ 13,14 を設けており、前記した最大出
湯量の設定をリモコン B1,B2 で行えるようにしている。なお、流量・温度変更スイッチ 13
はＵＰ側へ、流量・温度変更スイッチ 14はＤＯＷＮ側への変更を行う。
【００５９】
本実施例では、以下の要領で最大出湯量の設定を行うようにしている。
【００６０】
省エネスイッチ 12をＯＮすると、表示画面 15に表示された流量値が所定時間（例えば 10秒
間）点滅し、この時間内に前記流量・温度変更スイッチ 13,14 を操作し、最大出湯量を所
望する制限流量に設定する。なお、この流量変更用に設定された所定時間が経過した後は
、流量・温度変更スイッチ 13,14 は温度変更用のスイッチとして機能し、前記同じ要領で
所望する出湯温度に設定することができる。なお、この設定した出湯温度は、設定した最
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大出湯量とともに、表示画面 15に表示される（図４参照）。
【００６１】
このように、本実施例によれば、節水と湯量の満足感との兼ね合いを使用者で決定するこ
とができる。
【００６２】
ところで、省エネスイッチ 12のＯＦＦは、いずれのリモコン B1,B2 からでも操作可能とし
ている。
【００６３】
例えば、台所用リモコン B1で省エネスイッチ 12をＯＮし、最大流量が５リットル／分に制
限されている場合、シャワーを使用しようとした場合には流量が少なすぎるので、浴室用
リモコン B2で省エネスイッチ 12をＯＦＦすることが可能である。また、ＯＦＦした後に改
めてシャワーの使用で節水しようとすれば、浴室用リモコン B2で省エネスイッチ 12をＯＮ
すれば、最大流量は 10リットル／分に変更される。
【００６４】
さらに、この設定量を、例えば 11リットル／分等に適宜変更することも可能である。また
、当然ながら、浴室用リモコン B2で設定したものを台所用リモコン B1にてキャンセルした
りすることも可能である。
【００６５】
このように、本実施例では、台所や浴室に設けたリモコン B1,B2 によって運転状況が確認
できるとともに、それぞれのリモコン B1,B2 で省エネ運転の開始が行え、また、その解除
もいずれのリモコン B1,B2 からでも行えるので使い勝手がきわめて良好となる。
【００６６】
また、本実施例及び第１実施例では、節水用に出湯先に応じて最大出湯量を変更可能とし
、これ以上の流量要求があっても、制限された最大出湯量で規制して節水効果を狙ったも
のとしているが、省エネスイッチ 12がＯＮされた場合は、最大出湯量以下の要求水量であ
っても、実際の出湯量を一定量減じるようにすることもできる。
【００６７】
例えば、台所で食器洗いをしている場合、水栓５のバルブ開度が４リットル／分の流量で
あれば、実際には 3.5 リットル／分で出湯するように制御するものである。かかる構成と
すれば、より確実な節水効果をあげることができる。
【００６８】
また、本実施例において、台所及び浴室とで同時に省エネ運転で出湯する場合には、先の
第１実施例同様に、最大流量の大きい浴室用水栓６の方を優先して最大流量が設定される
ように制御している。
【００６９】
（第３実施例）
次に、図６及び図７に示す第３実施例にかかる給湯機Ａについて説明する。
【００７０】
これは、先の第１、第２実施例においては、分岐流路 41,42,41a,41b に分岐する前の出湯
管 21に流量制限バルブ９を設けていたが、かかる構成では、一方の出湯先の制限最大出湯
量に規定されるために、他方では確実な節水が行えない場合がある。そこで、各出湯先で
独立して省エネ運転が可能としたものである。
【００７１】
そのために、図６に示すように、出湯管 21の下流側から分岐して台所用水栓５、浴室用水
栓６に連通する分岐流路 41a,41b に出湯温度センサ 8a,8b 、流量調整バルブ 9a,9b を配設
し、台所用水栓５及び浴室用水栓６の各出湯検出手段 D1,D2 が出湯を検出すると、それぞ
れの分岐流路 41a,41b に設けた流量調整バルブ 9a, 9bを独立して開弁制御するようにして
いる。
【００７２】
かかる構成とすることにより、台所用水栓５と浴室用水栓６が同時に省エネ運転で出湯す
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る場合、台所用水栓５では最大出湯量が５リットル／分に、浴室用水栓６では最大流量が
１０リットル／分でそれぞれ規制されることになり、使用者はいずれの水栓 5(6)からも他
側の水栓 6(5)の状態を気にすることなく使用している水栓 5,6 に見合った適正な制限最大
出湯量で湯を使用できるので使い勝手がよく、かつ、確実に節水効果を奏することができ
る。
【００７３】
なお、この場合でも、各リモコン B1,B2 の操作で最大出湯量の設定を行えるとともに、省
エネ運転の解除は、出湯先に拘束されることなくいずれのリモコン B1,B2 からも行え、さ
らに、省エネスイッチ 12がＯＮされると、出湯目標温度を設定温度よりも一定温度低くす
るような省エネ運転も行える。
【００７４】
また、第１実施例の変形例で説明したように、本実施例においても、出湯検出手段 D1,D2 
を図７に示すようにケーシング１内に収納配設することもできる。
【００７５】
以上、各実施例を通して本発明を説明したが、本発明は各実施例に限定されるものではな
く、特許請求の範囲に記載された範囲での変更は自由である。
【００７６】
また、各実施例で最大出湯量と表したのは、必ずしも入水した水を熱交換器２で加熱した
ものに限るものではなく、水の出水も含むものである。すなわち、温度設定を水の温度と
変わらないように設定した場合は、熱交換機２は作動しなくても、給湯機Ａが立ち上がっ
ているのであれば制御部Ｃは作動して流量制御を行う。また、省エネスイッチ 12を運転ス
イッチ 11のＯＮ／ＯＦＦと独立させることで、熱交換器２を作動させずに省エネスイッチ
12をＯＮ／ＯＦＦできるようにしてもよい。
【００７７】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したような形態で実施され、以下に記載されるような効果を奏する。
【００７８】
請求項１記載の本発明では、用途の異なる複数の出湯先にそれぞれ出湯要求の有無を検出
する検出手段を設け、出湯要求のあった出湯先に応じて最大出湯量を変更するように制御
したことにより、使用者は意識することなく節水することができる。
【００７９】
請求項２記載の本発明では、用途の異なる複数の出湯先にそれぞれ遠隔操作盤を設け、同
遠隔操作盤に、省エネルギ運転スイッチを設けたので、使用者が省エネ運転、通常運転の
いずれかを自由に選択することができる。
また、流量制限機能を有し、省エネルギ運転スイッチのＯＮ操作に応じて、同スイッチを
具備する遠隔操作盤を設けた出湯先に見合った最大出湯量に変更することとしたので、使
用する場所で即座に省エネ運転による出湯が可能となり使い勝手が向上する。
【００８０】
請求項３記載の本発明では、最大出湯量の設定を遠隔操作盤で行えるようにしたので、節
水と湯量の満足感との兼ね合いを使用者で決定することができる。
【００８１】
請求項４記載の本発明では、流量制限機能の解除は、出湯先に拘束されることなくいずれ
の遠隔操作盤からも行えるようにしたことにより、使い勝手が良好となる。
【００８２】
請求項５記載の本発明では、省エネルギ運転スイッチがＯＮされると、出湯目標温度を設
定温度よりも一定温度低くすることとしたので、省エネ効果を著しく高めることができる
。
【００８３】
請求項６記載の本発明では、遠隔操作盤に、省エネルギ運転スイッチがＯＮされているこ
とを報知する報知手段を設けたので、使用者は給湯機の運転状況を即座に把握できる。
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【００８４】
請求項７記載の本発明では、用途の異なる複数の出湯先が台所の水栓と、シャワー装置と
であることとしたので、使用湯量が大きく異なり、かつ、利用頻度の高い水栓において使
い勝手を悪くすることなく、効果的に省エネを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例に係る給湯機の模式的説明図である。
【図２】同給湯機の制御の一例を示すフローチャートである。
【図３】第１実施例に係る給湯機の変形例を示す模式的説明図である。
【図４】遠隔操作盤の説明図である。
【図５】第２実施例に係る給湯機の制御の一例を示すフローチャートである。
【図６】第３実施例に係る給湯機の模式的説明図である。
【図７】第３実施例に係る給湯機の変形例を示す模式的説明図である。
【符号の説明】
Ａ　給湯機
B1　台所用リモコン（遠隔操作盤）
B2　浴室用リモコン（遠隔操作盤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ　制御部
D1　出湯検出手段
D2　出湯検出手段
５　台所用水栓（出湯先）
６　浴室用水栓（出湯先）
７　水流センサ
８　出湯温度センサ
７　流量調整バルブ
12　省エネスイッチ（省エネルギ運転スイッチ）

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(9) JP 3547987 B2 2004.7.28



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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