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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　温水を貯える貯湯タンク（１）と、
　前記貯湯タンク（１）外に設けられ、前記貯湯タンク（１）内下部と前記貯湯タンク（
１）内上部とを接続する循環回路（１６）と、
　前記循環回路（１６）を介して前記貯湯タンク（１）内下部の水を前記貯湯タンク（１
）内上部に送る循環ポンプ（１６ａ）と、
　前記循環回路（１６）を流れる水を加熱するヒートポンプユニット（２）と、
　前記貯湯タンク（１）内下部に水を供給する第１給水流路（１０）と、
　前記第１給水流路（１０）から分岐して、前記貯湯タンク（１）を経由せずに前記ヒー
トポンプユニット（２）に水を供給する第２給水流路（２６）と、
　前記貯湯タンク（１）内上部と給湯使用側端末とを接続し、前記給湯使用側端末に所定
の出湯量の温水を供給する給湯流路（２２）と、
　前記循環回路（１６）のうち前記ヒートポンプユニット（２）よりも下流側で前記貯湯
タンク（１）よりも上流側に設けられた分岐点（１８）と、
　前記貯湯タンク（１）を経由せずに前記分岐点（１８）と前記給湯流路（２２）とを接
続する直接出湯流路（３０）と、
　前記貯湯タンク（１）内中間部と前記直接出湯流路（３０）とを接続する中温水流路（
２３）と、
　前記循環回路（１６）のうち前記分岐点（１８）よりも下流側で前記貯湯タンク（１）
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よりも上流側に設けられ、前記循環回路（１６）を介して前記貯湯タンク（１）内上部に
流入する温水の流量を調節する流量調節手段（１７）と、
　前記直接出湯流路（３０）を遮断して前記中温水流路（２３）側からの温水を前記給湯
流路（２２）側に流すか、又は前記直接出湯流路（３０）上流側からの温水を前記中温水
流路（２３）側若しくは前記給湯流路（２２）側に切り替えて流す流路遮断切替手段（３
２）と、
　前記流量調節手段（１７）及び前記流路遮断切替手段（３２）の作動制御を行う制御手
段（１００）と
　を有することを特徴とする給湯装置。
【請求項２】
　前記制御手段（１００）は、前記貯湯タンク（１）内下部の水を前記ヒートポンプユニ
ット（２）により加熱して前記貯湯タンク（１）内上部に送る沸上げ運転中において、前
記貯湯タンク（１）からの出湯量が所定量以上と判断したら、前記循環ポンプ（１６ａ）
の回転数を低下させるとともに、前記ヒートポンプユニット（２）による温水の沸上げ温
度に基づいて前記流量調節手段（１７）を制御することを特徴とする請求項１に記載の給
湯装置。
【請求項３】
　前記制御手段（１００）は、前記ヒートポンプユニット（２）により加熱される温水の
沸上げ温度が所定の目標温度に達しないと判断したら、前記循環ポンプ（１６ａ）の回転
数を低下させるとともに、前記ヒートポンプユニット（２）による温水の沸上げ温度に基
づいて前記流量調節手段（１７）を制御することを特徴とする請求項２に記載の給湯装置
。
【請求項４】
　前記制御手段（１００）は、前記貯湯タンク（１）内下部の水を前記ヒートポンプユニ
ット（２）により加熱して前記貯湯タンク（１）内上部に送る沸上げ運転中において、前
記貯湯タンク（１）からの出湯量が所定量以上と判断したら、前記循環回路（１６）を流
れる温水の流量が少なくなるように前記流量調節手段（１７）を制御するとともに、前記
ヒートポンプユニット（２）による温水の沸上げ温度に基づいて前記循環ポンプ（１６ａ
）の回転数を制御することを特徴とする請求項１に記載の給湯装置。
【請求項５】
　前記制御手段（１００）は、前記ヒートポンプユニット（２）により加熱される温水の
沸上げ温度が所定の目標温度に達しないと判断したら、前記循環回路（１６）を流れる温
水の流量が少なくなるように前記流量調節手段（１７）を制御するとともに、前記ヒート
ポンプユニット（２）による温水の沸上げ温度に基づいて前記循環ポンプ（１６ａ）の回
転数を制御することを特徴とする請求項４に記載の給湯装置。
【請求項６】
　前記給湯流路（２２）から分岐し、前記給湯流路（２２）を流れる温水を浴槽（５０）
内に供給する湯張り流路（２５）をさらに有し、
　前記制御手段（１００）は、前記第２給水流路を介して供給されて前記ヒートポンプユ
ニット（２）により加熱された温水を前記直接出湯流路（３０）及び前記湯張り流路（２
５）を介して前記浴槽（５０）内に供給する直接湯張り中において、さらに前記給湯使用
側端末に温水を供給する場合に、
　前記流路遮断切替手段（３２）により前記直接出湯流路（３０）を遮断して、前記貯湯
タンク（１）内の温水を前記浴槽（５０）及び前記給湯使用側端末に供給し、
　前記循環ポンプ（１６ａ）を起動させるとともに前記流量調節手段（１７）を制御して
、前記貯湯タンク（１）内下部の水を前記ヒートポンプユニット（２）により加熱して前
記貯湯タンク（１）内上部に送る沸上げ運転を行うことを特徴とする請求項１に記載の給
湯装置。
【請求項７】
　前記給湯流路（２２）から分岐し、前記給湯流路（２２）を流れる温水を浴槽（５０）
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内に湯張りするための湯張り流路（２５）をさらに有し、
　前記制御手段（１００）は、前記第２給水流路を介して供給されて前記ヒートポンプユ
ニット（２）により加熱された温水を前記直接出湯流路（３０）及び前記湯張り流路（２
５）を介して前記浴槽（５０）内に供給する直接湯張り中において、前記浴槽（５０）へ
の温水の供給が一時的に停止する出湯停止時間中に、
　前記流路遮断切替手段（３２）により前記直接出湯流路（３０）を遮断し、前記循環ポ
ンプ（１６ａ）を起動させ、さらに前記流量調節手段（１７）を制御して、前記貯湯タン
ク（１）内下部の水を前記ヒートポンプユニット（２）により加熱して前記貯湯タンク（
１）内上部に送る沸上げ運転を行うことを特徴とする請求項１に記載の給湯装置。
【請求項８】
　前記制御手段（１００）は、前記沸上げ運転を行う際に前記ヒートポンプユニット（２
）の目標沸上げ温度を高温側に変更することを特徴とする請求項７に記載の給湯装置。
【請求項９】
　温水を貯える貯湯タンク（１）と、
　前記貯湯タンク（１）外に設けられ、前記貯湯タンク（１）内下部と前記貯湯タンク（
１）内上部とを接続する循環回路（１６）と、
　前記循環回路（１６）を介して前記貯湯タンク（１）内下部の水を前記貯湯タンク（１
）内上部に送る循環ポンプ（１６ａ）と、
　前記循環回路（１６）を流れる水を加熱するヒートポンプユニット（２）と、
　前記貯湯タンク（１）内下部に水を供給する第１給水流路（１０）と、
　前記第１給水流路（１０）から分岐して、前記貯湯タンク（１）を経由せずに前記ヒー
トポンプユニット（２）に水を供給する第２給水流路（２６）と、
　前記貯湯タンク（１）内上部と給湯使用側端末とを接続し、前記給湯使用側端末に所定
の出湯量の温水を供給する給湯流路（２２）と、
　前記循環回路（１６）のうち前記ヒートポンプユニット（２）よりも下流側で前記貯湯
タンク（１）よりも上流側に設けられた分岐点（１８）と、
　前記貯湯タンク（１）を経由せずに前記分岐点（１８）と前記給湯流路（２２）とを接
続する直接出湯流路（３０）と、
　前記貯湯タンク（１）内中間部と前記直接出湯流路（３０）とを接続する中温水流路（
２３）と、
　前記循環回路（１６）のうち前記分岐点（１８）よりも下流側で前記貯湯タンク（１）
よりも上流側に設けられ、前記循環回路（１６）を介して前記貯湯タンク（１）内上部に
流入する温水の流量を調節する第１流量調節手段（１７）と、
　前記直接出湯流路（３０）を遮断して前記中温水流路（２３）側からの温水を前記給湯
流路（２２）側に流すか、又は前記直接出湯流路（３０）上流側からの温水を前記中温水
流路（２３）側若しくは前記給湯流路（２２）側に切り替えて流す流路遮断切替手段（３
２）と、
　前記第２給水流路（２６）を流れる水の流量を調節する第２流量調節手段（７０）と、
　前記第１流量調節手段（１７）、前記流路遮断切替手段（３２）及び前記第２流量調節
手段（７０）の作動制御を行う制御手段（１００）と
　を有することを特徴とする給湯装置。
【請求項１０】
　前記制御手段（１００）は、前記貯湯タンク（１）内からの出湯量に基づいて前記第２
流量調節手段（７０）の作動制御を行うことを特徴とする請求項９に記載の給湯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートポンプユニットによる沸上げ温水やタンク貯湯温水を用いて給湯使用
側端末に温水を供給する給湯装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来のヒートポンプ式給湯装置として、特許文献１に記載のものが知られている。この
ヒートポンプ式給湯装置は、特許文献１の図４に示すように、貯湯タンク下部に接続され
、貯湯タンク内に水を供給する給水流路と、貯湯タンク上部に接続され、貯湯タンク内の
温水を給湯使用側端末に供給する給湯流路とを有している。給水流路と給湯流路の間は、
循環回路によって、貯湯タンクを経由せずに接続されている。循環回路と給湯流路との接
続位置には混合弁が設けられている。循環回路は、冷媒との熱交換により水を加熱する熱
交換器の水流路を経由している。
【０００３】
　貯湯時には、熱交換器により循環回路内の水を加熱することによって自然対流を生じさ
せ、貯湯タンク内に温水を貯湯する。出湯時には、貯湯タンク上部からの温水と循環回路
からの冷水とを混合弁により混合して所定温度の温水を出湯させる。
【特許文献１】特許第３７４３３７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のヒートポンプ式給湯装置では、貯湯時だけでなく出湯時において
も温水の一部が熱交換器の水流路を通過することになる。熱交換器の水流路での圧力損失
は比較的大きいため、このヒートポンプ式給湯装置では給湯使用側端末での出湯量を多く
することが困難であるという問題が生じる。
【０００５】
　本発明の目的は、出湯量を多くすることができる給湯装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記目的を達成するために、以下の技術的手段を採用する。
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、温水を貯える貯湯タンク（１）と、貯湯タンク（１）外に設
けられ、貯湯タンク（１）内下部と貯湯タンク（１）内上部とを接続する循環回路（１６
）と、循環回路（１６）を介して貯湯タンク（１）内下部の水を貯湯タンク（１）内上部
に送る循環ポンプ（１６ａ）と、循環回路（１６）を流れる水を加熱するヒートポンプユ
ニット（２）と、貯湯タンク（１）内下部に水を供給する第１給水流路（１０）と、第１
給水流路（１０）から分岐して、貯湯タンク（１）を経由せずにヒートポンプユニット（
２）に水を供給する第２給水流路（２６）と、貯湯タンク（１）内上部と給湯使用側端末
とを接続し、給湯使用側端末に所定の出湯量の温水を供給する給湯流路（２２）と、循環
回路（１６）のうちヒートポンプユニット（２）よりも下流側で貯湯タンク（１）よりも
上流側に設けられた分岐点（１８）と、貯湯タンク（１）を経由せずに分岐点（１８）と
給湯流路（２２）とを接続する直接出湯流路（３０）と、貯湯タンク（１）内中間部と直
接出湯流路（３０）とを接続する中温水流路（２３）と、循環回路（１６）のうち分岐点
（１８）よりも下流側で貯湯タンク（１）よりも上流側に設けられ、循環回路（１６）を
介して貯湯タンク（１）内上部に流入する温水の流量を調節する流量調節手段（１７）と
、直接出湯流路（３０）を遮断して中温水流路（２３）側からの温水を給湯流路（２２）
側に流すか、又は直接出湯流路（３０）上流側からの温水を中温水流路（２３）側若しく
は給湯流路（２２）側に切り替えて流す流路遮断切替手段（３２）と、流量調節手段（１
７）及び流路遮断切替手段（３２）の作動制御を行う制御手段（１００）とを有すること
を特徴としている。
【０００８】
　これにより、流路遮断切替手段（３２）で直接出湯流路（３０）を遮断することによっ
て、貯湯タンク（１）内の温水を給湯使用側端末に供給することができる。したがって、
出湯時の温水はヒートポンプユニット（２）を経由しないため、給湯使用側端末での出湯
量を多くすることができる。また、流量調節手段（１７）と流路遮断切替手段（３２）と
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を制御することにより、循環回路（１６）と直接出湯流路（３０）とを切り替えることが
できるとともに、循環回路（１６）を流れる温水の流量を調節することができる。したが
って、ヒートポンプユニット（２）の沸上げ能力が低い場合であっても沸上げ温度を高く
することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、制御手段（１００）は、貯湯タンク（１）内下部の水をヒー
トポンプユニット（２）により加熱して貯湯タンク（１）内上部に送る沸上げ運転中にお
いて、貯湯タンク（１）からの出湯量が所定量以上と判断したら、循環ポンプ（１６ａ）
の回転数を低下させるとともに、ヒートポンプユニット（２）による温水の沸上げ温度に
基づいて流量調節手段（１７）を制御することを特徴としている。
【００１０】
　出湯量が増加すると貯湯タンク（１）には第１給水流路（１０）を介して多量の水が供
給される。このとき、第１給水流路（１０）を流れる水の一部が第２給水流路（２６）を
介して循環回路（１６）に流れ込んでしまい、循環回路（１６）を流れる水の流量が増加
してしまう場合がある。上記発明によれば、循環回路（１６）を流れる水の流量増加を抑
えられるので、ヒートポンプユニット（２）の沸上げ温度の低下により貯湯タンク（１）
内上部の高温層が乱されるのを防止できる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、制御手段（１００）は、ヒートポンプユニット（２）により
加熱される温水の沸上げ温度が所定の目標温度に達しないと判断したら、循環ポンプ（１
６ａ）の回転数を低下させるとともに、ヒートポンプユニット（２）による温水の沸上げ
温度に基づいて流量調節手段（１７）を制御することを特徴としている。
【００１２】
　これにより、出湯量の増加以外の要因によるヒートポンプユニット（２）での沸上げ温
度の低下も防止できるため、貯湯タンク（１）内上部の高温層が乱されるのをより確実に
防止できる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、制御手段（１００）は、貯湯タンク（１）内下部の水をヒー
トポンプユニット（２）により加熱して貯湯タンク（１）内上部に送る沸上げ運転中にお
いて、貯湯タンク（１）からの出湯量が所定量以上と判断したら、循環回路（１６）を流
れる温水の流量が少なくなるように流量調節手段（１７）を制御するとともに、ヒートポ
ンプユニット（２）による温水の沸上げ温度に基づいて循環ポンプ（１６ａ）の回転数を
制御することを特徴としている。
【００１４】
　これにより、出湯量が増加したときの循環回路（１６）内の水の流量増加を抑えられる
ので、ヒートポンプユニット（２）の沸上げ温度の低下により貯湯タンク（１）内上部の
高温層が乱されるのを防止できる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、制御手段（１００）は、ヒートポンプユニット（２）により
加熱される温水の沸上げ温度が所定の目標温度に達しないと判断したら、循環回路（１６
）を流れる温水の流量が少なくなるように流量調節手段（１７）を制御するとともに、ヒ
ートポンプユニット（２）による温水の沸上げ温度に基づいて循環ポンプ（１６ａ）の回
転数を制御することを特徴としている。
【００１６】
　これにより、出湯量の増加以外の要因によるヒートポンプユニット（２）での沸上げ温
度の低下も防止できるため、貯湯タンク（１）内上部の高温層が乱されるのをより確実に
防止できる。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、給湯流路（２２）から分岐し、給湯流路（２２）を流れる温
水を浴槽（５０）内に供給する湯張り流路（２５）をさらに有し、制御手段（１００）は
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、第２給水流路を介して供給されてヒートポンプユニット（２）により加熱された温水を
直接出湯流路（３０）及び湯張り流路（２５）を介して浴槽（５０）内に供給する直接湯
張り中において、さらに給湯使用側端末に温水を供給する場合に、流路遮断切替手段（３
２）により直接出湯流路（３０）を遮断して、貯湯タンク（１）内の温水を浴槽（５０）
及び給湯使用側端末に供給し、循環ポンプ（１６ａ）を起動させるとともに流量調節手段
（１７）を制御して、貯湯タンク（１）内下部の水をヒートポンプユニット（２）により
加熱して貯湯タンク（１）内上部に送る沸上げ運転を行うことを特徴としている。
【００１８】
　これにより、大流量の温水が必要になった場合に、貯湯タンク（１）内の温水を出湯さ
せることにより対応できる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、給湯流路（２２）から分岐し、給湯流路（２２）を流れる温
水を浴槽（５０）内に湯張りするための湯張り流路（２５）をさらに有し、制御手段（１
００）は、第２給水流路を介して供給されてヒートポンプユニット（２）により加熱され
た温水を直接出湯流路（３０）及び湯張り流路（２５）を介して浴槽（５０）内に供給す
る直接湯張り中において、浴槽（５０）への温水の供給が一時的に停止する出湯停止時間
中に、流路遮断切替手段（３２）により直接出湯流路（３０）を遮断し、循環ポンプ（１
６ａ）を起動させ、さらに流量調節手段（１７）を制御して、貯湯タンク（１）内下部の
水をヒートポンプユニット（２）により加熱して貯湯タンク（１）内上部に送る沸上げ運
転を行うことを特徴としている。
【００２０】
　これにより、出湯停止時間中において、ヒートポンプユニット（２）を停止させること
なく、湯張り中又は湯張り後の給湯熱量として貯湯タンク（１）内への高温貯湯を行うこ
とができる。
【００２１】
　請求項８に記載の発明は、制御手段（１００）は、沸上げ運転を行う際にヒートポンプ
ユニット（２）の目標沸上げ温度を高温側に変更することを特徴としている。
【００２２】
　直接湯張り時にはヒートポンプユニット（２）の目標沸上げ温度が比較的低く設定され
ているため、沸上げ運転を行う際に目標沸上げ温度を高温側に変更することによって、低
温の温水が貯湯タンク（１）内上部に流入するのを防止できる。
【００２３】
　請求項９に記載の発明は、温水を貯える貯湯タンク（１）と、貯湯タンク（１）外に設
けられ、貯湯タンク（１）内下部と貯湯タンク（１）内上部とを接続する循環回路（１６
）と、循環回路（１６）を介して貯湯タンク（１）内下部の水を貯湯タンク（１）内上部
に送る循環ポンプ（１６ａ）と、循環回路（１６）を流れる水を加熱するヒートポンプユ
ニット（２）と、貯湯タンク（１）内下部に水を供給する第１給水流路（１０）と、貯湯
タンク（１）を経由せずにヒートポンプユニット（２）に水を供給する第２給水流路（２
６）と、貯湯タンク（１）内上部と給湯使用側端末とを接続し、給湯使用側端末に所定の
出湯量の温水を供給する給湯流路（２２）と、循環回路（１６）のうちヒートポンプユニ
ット（２）よりも下流側で貯湯タンク（１）よりも上流側に設けられた分岐点（１８）と
、貯湯タンク（１）を経由せずに分岐点（１８）と給湯流路（２２）とを接続する直接出
湯流路（３０）と、貯湯タンク（１）内中間部と直接出湯流路（３０）とを接続する中温
水流路（２３）と、循環回路（１６）のうち分岐点（１８）よりも下流側で貯湯タンク（
１）よりも上流側に設けられ、循環回路（１６）を介して貯湯タンク（１）内上部に流入
する温水の流量を調節する第１流量調節手段（１７）と、直接出湯流路（３０）を遮断し
て中温水流路（２３）側からの温水を給湯流路（２２）側に流すか、又は直接出湯流路（
３０）上流側からの温水を中温水流路（２３）側若しくは給湯流路（２２）側に切り替え
て流す流路遮断切替手段（３２）と、第２給水流路（２６）を流れる水の流量を調節する
第２流量調節手段（７０）と、第１流量調節手段（１７）、流路遮断切替手段（３２）及
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び第２流量調節手段（７０）の作動制御を行う制御手段（１００）とを有することを特徴
としている。
【００２４】
　これにより、第１給水流路（１０）を流れる水の一部が第２給水流路（２６）を介して
循環回路（１６）に流れ込み、循環回路（１６）を流れる水の流量が増加してしまうのを
防止できるため、ヒートポンプユニット（２）での沸上げ温度の低下を防止できる。
【００２５】
　請求項１０に記載の発明は、制御手段（１００）は、貯湯タンク（１）内からの出湯量
に基づいて第２流量調節手段（７０）の作動制御を行うことを特徴としている。
【００２６】
　これにより、出湯量が増加したときの循環回路（１６）内の水の流量増加を抑えられる
ので、ヒートポンプユニット（２）での沸上げ温度の低下を防止できる。
【００２７】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態記載の具体的手段との対応関係
の一例を示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態について図１乃至図１２を用いて説明する。図１は、本実施形態
における給湯装置の概略構成を示す模式図である。本実施形態の給湯装置は、貯湯式のヒ
ートポンプ式給湯装置であり、貯湯タンク内に貯えられた温水やヒートポンプユニットで
沸き上げられた温水を、シャワー、カラン、風呂の浴槽、手洗い栓などの給湯使用側端末
に供給するものである。
【００２９】
　図１に示すように、給湯装置は、高温高圧の冷媒との熱交換により水を加熱するヒート
ポンプユニット２と、ヒートポンプユニット２で加熱された温水を貯える貯湯タンク１と
、給湯装置の作動を制御する制御装置（制御手段）１００とを有している。
【００３０】
　貯湯タンク１は、耐食性に優れた金属製（例えばステンレス製）であり縦長形状を有し
ている。貯湯タンク１の外周部には不図示の断熱材が設けられており、これにより貯湯タ
ンク１内に貯えられる温水は長時間に亘って保温されるようになっている。貯湯タンク１
内には、温度の違いによる水の比重差によって所定の温度成層が形成され、高温の温水ほ
ど上部に貯えられ、低温の温水（又は水）ほど下部に貯えられる。貯湯タンク１の外壁面
には、複数の水位サーミスタ（図示せず）が貯湯タンク１の高さ方向にほぼ等間隔で配置
されている。水位サーミスタは、貯湯タンク１内の各水位レベルでの温水温度信号を制御
装置１００に出力するようになっている。
【００３１】
　貯湯タンク１の底面には導入口１１が設けられている。導入口１１には、貯湯タンク１
内に水道水を供給する給水流路１０が接続されている。給水流路１０には全量流量調節弁
１２が設けられている。全量流量調節弁１２は、制御装置１００によって開度制御される
ようになっている。全量流量調節弁１２の開度は、通常時には１００％（全開）であり、
貯湯タンク１内の温水量が減少したときには低下するようになっている。
【００３２】
　貯湯タンク１の底面には、貯湯タンク１内の水を外側から吸入するための吸入口１３が
設けられている。貯湯タンク１の上面には、貯湯タンク１内に高温の高温水を吐出するた
めの吐出口１４が設けられている。
【００３３】
　吸入口１３と吐出口１４との間は、貯湯タンク１外に設けられた循環回路１６を介して
接続されている。循環回路１６には、当該循環回路１６を流れる水を加熱するヒートポン
プユニット２の給湯用熱交換器３が設けられている。これにより循環回路１６では、吸入
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口１３から吸入された貯湯タンク１内下部の水を高温冷媒との熱交換により沸き上げて温
水とし、吐出口１４から貯湯タンク１内上部に戻すことができるようになっている。
【００３４】
　ヒートポンプユニット２は、圧縮機（図示略）、給湯用熱交換器３、可変式の減圧装置
（図示略）、蒸発器（図示略）、アキュムレータ（図示略）が冷媒配管（図示略）により
順次環状に接続されて構成されている。冷媒配管内を循環する冷媒としては、例えば二酸
化炭素（ＣＯ２）が用いられる。ヒートポンプユニット２は、制御装置１００からの制御
信号に基づいて可変の沸上げ能力で作動するとともに、作動状態信号を制御装置１００に
出力するようになっている。本実施形態では、最高沸上げ能力の比較的高いヒートポンプ
ユニット２が用いられており、また、水流路の圧力損失（圧損）が比較的小さく、大流量
の水を流すことのできる給湯用熱交換器３が用いられている。
【００３５】
　循環回路１６のうち給湯用熱交換器３より上流側には、循環回路１６内に水を循環させ
るための循環ポンプ１６ａと、循環ポンプ１６ａ停止時の水の逆流を防止するための逆止
弁１６ｂとが設けられている。循環ポンプ１６ａは、制御装置１００からの制御信号に基
づいて可変の回転数で作動するとともに、作動状態信号を制御装置１００に出力するよう
になっている。
【００３６】
　また循環回路１６のうち給湯用熱交換器３より下流側には、加熱された温水の温度を検
出するサーミスタ１５が設けられている。サーミスタ１５よりも下流側には、貯湯タンク
１内上部に流入する温水の流量を調節する沸上げ流量調節弁（流量調節手段）１７が設け
られている。沸上げ流量調節弁１７は制御装置１００からの制御信号により作動するとと
もに、制御装置１００に開度信号を出力するようになっている。
【００３７】
　給水流路１０のうち全量流量調節弁１２より下流側には、ヒートポンプユニット２に水
道水を供給するための給水流路２６の上流端が接続されている。給水流路２６の下流端は
、循環回路１６のうち循環ポンプ１６ａよりも下流側であってヒートポンプユニット２よ
りも上流側に接続されている。給水流路２６には逆止弁２７が設けられている。給水流路
２６が設けられていることによって、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水を後
述する直接出湯流路３０を介して給湯使用側端末に給湯する際には、ヒートポンプユニッ
ト２に対して水道水を貯湯タンク１を経由せずに直接供給できるようになっている。
【００３８】
　また貯湯タンク１の上面には、上面導出口２０が設けられている。上面導出口２０には
、貯湯タンク１内上部の高温水を外部に供給するための給湯流路２２が接続されている。
貯湯タンク１の中間部には、中間部導出口２１が設けられている。中間部導出口２１には
、貯湯タンク１内上部の高温水よりも温度が低い貯湯タンク１内中間部の中温水を外部に
供給するための中温水流路２３の一端が接続されている。中温水流路２３の他端は、後述
する直接出湯流路３０の途中に接続されている。
【００３９】
　循環回路１６のうちサーミスタ１５よりも下流側で沸上げ流量調節弁１７よりも上流側
には、Ｔ字型配管で構成された分岐点１８が設けられている。分岐点１８には、直接出湯
流路３０の上流端が循環回路１６から分岐して接続されている。直接出湯流路３０は、給
水流路２６を介して供給されてヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水を、貯湯タ
ンク１を経由せずに給湯使用側端末に直接給湯するために設けられている。
【００４０】
　中温水流路２３と直接出湯流路３０との接続点には、流路を切り替える切替弁（流路遮
断切替手段）３２が設けられている。切替弁３２は制御装置１００によって制御され、直
接出湯流路３０上流側の開度を０％（直接出湯流路３０上流側が閉、中温水流路２３側が
開）、５０％（直接出湯流路３０上流側及び中温水流路２３側の双方が中間開度で開）及
び１００％（直接出湯流路３０上流側が開、中温水流路２３側が閉）の少なくとも３つの
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開度レベルに調節できるようになっている。これにより切替弁３２は、直接出湯流路３０
上流側から流れる温水を直接出湯流路３０下流側に流すか、又は中温水流路２３を介して
貯湯タンク１内中間部側に流すかを切り替えるようになっている。また切替弁３２は、直
接出湯流路３０を遮断して、貯湯タンク１内中間部から中温水流路２３を介して流れる温
水を直接出湯流路３０下流側に流すこともできるようになっている。
【００４１】
　直接出湯流路３０の下流端は、給湯流路２２に接続されている。直接出湯流路３０と給
湯流路２２との接続点には、給湯流路２２を流れる高温水と直接出湯流路３０を流れる中
温水との混合比率を調節する混合弁３１が設けられている。混合弁３１は、下流側に設け
られたサーミスタ４０からの温度情報等に基づき制御装置１００によって制御されるよう
になっている。
【００４２】
　給湯流路２２のサーミスタ４０よりも下流側には、全量流量調節弁１２よりも下流側で
給水流路１０から分岐した給水流路２８が接続されている。給湯流路２２と給水流路２８
との接続点には、給湯流路２２を流れる温水と給水流路２８を流れる水との混合比率を調
節する混合弁３３が設けられている。混合弁３３は、下流側に設けられたサーミスタ４１
、給水流路２８に設けられたサーミスタ４５、及びサーミスタ４０からの温度情報等に基
づき制御装置１００によって制御されるようになっている。
【００４３】
　給湯流路２２のサーミスタ４１よりも下流側には、給湯使用側端末側に流れる温水の流
量を検出する流量カウンタ４２が設けられている。
【００４４】
　給湯流路２２のうちサーミスタ４０よりも下流側で混合弁３３よりも上流側からは、浴
槽５０への湯張りを行うための湯張り流路２５が分岐している。
【００４５】
　湯張り流路２５には、給水流路２８から分岐した給水流路２９が接続されている。湯張
り流路２５と給水流路２９との接続点には、湯張り流路２５を流れる温水と給水流路２９
を流れる水との混合比率を調節する混合弁３４が設けられている。混合弁３４は、サーミ
スタ４０、４５及び後述するサーミスタ４３からの温度情報等に基づき制御装置１００に
よって制御されるようになっている。
【００４６】
　湯張り流路２５の混合弁３４よりも下流側には、湯張りを行う際に制御装置１００の制
御によって通電されて開となる電磁弁３５が設けられている。また湯張り流路２５の混合
弁３４よりも下流側には、湯張り時に浴槽５０側に流れる温水の流量を検出する流量カウ
ンタ４４が設けられている。
【００４７】
　浴槽５０には、浴槽５０内の浴水を循環させる浴水循環回路５１が接続されている。浴
水循環回路５１は、浴槽５０内の浴水を追焚き用熱交換器６１に導く往き管５２と、追焚
き用熱交換器６１で熱交換された浴水を浴槽５０内に戻す戻り管５３とを有している。
【００４８】
　往き管５２には、上流側（浴槽５０側）から順に電動弁５４と、追焚き時に浴槽５０内
の浴水を浴水循環回路５１内に循環させる浴水循環ポンプ５５と、追焚き用熱交換器６１
に流入する浴水の温度を検出するサーミスタ４３とが設けられている。電動弁５４は、制
御装置１００からの制御信号によって追焚き時及び湯張り時に開となるように制御される
ようになっている。浴水循環ポンプ５５は制御装置１００からの制御信号によって作動す
るとともに、制御装置１００に作動状態信号を出力するようになっている。往き管５２は
湯張り流路２５の下流端に接続されており、サーミスタ４３は往き管５２と湯張り流路２
５との接続位置に設けられている。また戻り管５３の浴槽５０近傍には、追焚き用熱交換
器６１で加熱された浴水の温度を検出するサーミスタ５６が設けられている。
【００４９】
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　追焚き用熱交換器６１には、浴水との熱交換を行うための温水が循環する追焚き回路６
０が接続されている。追焚き回路６０の上流端は、貯湯タンク１の上部に設けられた上部
導出口２４に接続されている。また追焚き回路６０の下流端は、循環回路１６のうち逆止
弁１６ｂよりも上流側に接続されている。追焚き回路６０と循環回路１６の接続点には、
切替弁３６が設けられている。切替弁３６は、制御装置１００により制御され、ヒートポ
ンプユニット２に送られる水又は温水の上流側流路を貯湯タンク１側と追焚き回路６０側
とのいずれかに切り替えられるようになっている。
【００５０】
　制御装置１００は、サーミスタ１５、４０、４１、４３、４５、５６、貯湯タンク１の
各水位サーミスタ、流量カウンタ４２、４４等からの検出信号や、台所や浴室に設けられ
る操作スイッチ９０からの運転／停止信号及び温度設定信号等に基づいて、ヒートポンプ
ユニット２、循環ポンプ１６ａ、浴水循環ポンプ５５、全量流量調節弁１２、沸上げ流量
調節弁１７、混合弁３１、３３、３４、切替弁３２、３６、電磁弁３５及び電動弁５４等
の作動を制御するようになっている。
【００５１】
　次に、本実施形態の給湯装置の作動について説明する。
【００５２】
　（１）給湯
　まず、浴槽５０への湯張りを行っていないときに給湯使用側端末で出湯操作がなされた
場合（給湯時）における給湯装置の作動及び水や温水の流通経路について説明する。図２
は、本実施形態の給湯装置における給湯時の水や温水の流通経路を示す模式図である。な
お、図２並びに後に示す図３、図５、図６、図９及び図１０では、水や温水が流通する経
路を実線で示し、水や温水が流通しない経路を破線で示している。
【００５３】
　図２に示すように、給湯時には、循環ポンプ１６ａ及び浴水循環ポンプ５５は停止して
いる。また、沸上げ流量調節弁１７の開度は例えば１００％（全開）であり、切替弁３２
の直接出湯流路３０上流側の開度は０％（中温水流路２３側が開）であり、切替弁３６は
例えば貯湯タンク１側が開（追焚き回路６０側が閉）となっている。これにより、貯湯タ
ンク１内の高温水及び中温水と給水流路２８を介して供給される水とが適宜混合され、所
定温度の温水が給湯使用側端末から出湯される。
【００５４】
　（２）同時給湯
　次に、浴槽５０への湯張りを行っているときに給湯使用側端末で出湯操作がなされた場
合（同時給湯時）における給湯装置の作動及び水や温水の流通経路について説明する。図
３は、本実施形態の給湯装置における同時給湯時の水や温水の流通経路を示す模式図であ
る。図３に示すように、同時給湯時には、電磁弁３５及び電動弁５４が開となり、浴水循
環ポンプ５５は停止している。これにより、貯湯タンク１内の高温水及び中温水と給水流
路２９を介して供給される水とが適宜混合され、往き管５２及び戻り管５３を介して所定
温度の温水が浴槽５０内に出湯される。
【００５５】
　また同時給湯時には、貯湯タンク１内の温水の不足を防ぐため、循環ポンプ１６ａ及び
ヒートポンプユニット２の運転が開始されて貯湯運転（沸上げ運転）が行われる。沸上げ
流量調節弁１７の開度は１００％となり、切替弁３２の直接出湯流路３０上流側の開度は
０％となる。これにより、貯湯タンク１内下部と貯湯タンク１内上部とが循環回路１６を
介して連通するとともに、直接出湯流路３０が遮断され、貯湯タンク１内下部の水はヒー
トポンプユニット２で加熱されて貯湯タンク１内上部に送られる。
【００５６】
　同時給湯時には貯湯タンク１内上部からの出湯量が多量になるため、貯湯タンク１内下
部には給水流路１０を介して多量の水が供給される。このとき、給水流路１０を流れる水
の一部が給水流路２６を介して循環回路１６にも流れ込んでしまう現象（連れ回り現象）
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が生じる。このため、循環回路１６内を流通する水の流量が増加し、沸上げ温度が低下し
てしまう場合がある。ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水は貯湯タンク１内上
部に流入するため、沸上げ温度が低下すると貯湯タンク１内の温度成層が乱れ、貯湯タン
ク１内全体の温度低下が生じてしまう。本実施形態では、連れ回り現象によるヒートポン
プユニット２での沸上げ温度の低下を防止するために、制御装置１００が以下の制御を行
うようになっている。
【００５７】
　図４は、制御装置１００の概略制御動作を示すフローチャートである。図４に示すよう
に、制御装置１００は、ヒートポンプユニット（ＨＰ）２の運転中に（ステップＳ１）、
貯湯タンク１内からの出湯量が所定の値以上であるか否かを判断する（ステップＳ２）。
貯湯タンク１内からの出湯量の判断は、例えば、サーミスタ４０、４１、４３、４５、流
量カウンタ４２、４４等からの検出信号や、混合弁３３、３４の開度等に基づいて行われ
る。制御装置１００は、貯湯タンク１内からの出湯量が所定の値以上であると判断したら
、沸上げ流量調節弁１７の開度を所定の低開度に設定し（ステップＳ３）、続いて循環ポ
ンプ１６ａの回転数を所定の低回転数（例えば下限の回転数）に設定する（ステップＳ４
）。その後、沸上げ温度に基づいて沸上げ流量調節弁１７の開度制御を行う（ステップＳ
５）。
【００５８】
　また、制御装置１００はステップＳ２において、貯湯タンク１内上部からの出湯量が所
定の値未満であると判断したら、サーミスタ１５で検出された沸上げ温度と設定された目
標沸上げ温度とを比較する（ステップＳ６）。例えば沸上げ温度が目標沸上げ温度よりも
３℃以上低ければ、制御装置１００は沸上げ温度が目標沸上げ温度に到達しないと判断し
てステップＳ３に進み、上記と同様の制御を行う。これにより、循環回路１６を流通する
水の流量を減少させることができるため、ヒートポンプユニット２での沸上げ温度の低下
を防止できる。したがって、貯湯タンク１内上部の高温層が乱されるのを防止できる。
【００５９】
　本実施形態では、同時給湯時のような大流量の温水が必要な場合に、ヒートポンプユニ
ット２で沸き上げられた温水を用いず、貯湯タンク１の温水のみを用いて給湯を行うよう
になっている。これにより、給湯される温水がヒートポンプユニット２の給湯用熱交換器
３を通過せず、給湯用熱交換器３の水流路内の圧損の影響を受けないため、出湯量を多く
することができる。
【００６０】
　また本実施形態では、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水は貯湯タンク１内
に貯湯され、給湯使用側端末には貯湯タンク１内に貯えられた温水が供給される。ヒート
ポンプユニット２での沸上げ時に発生する気泡は、貯湯タンク１に設けられた逃がし弁に
よって外部に排出されるため、温水出湯時の空気排出によって使用者に不快感を与えたり
給湯配管機器に故障が生じたりするのを防止できる。
【００６１】
　（３）直接湯張り
　次に、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水を用いて浴槽５０の湯張りを行う
場合（直接湯張り時）における給湯装置の作動及び水や温水の流通経路について説明する
。図５は、本実施形態の給湯装置における直接湯張り時の水や温水の流通経路を示す模式
図である。図５に示すように、直接湯張り時には、循環ポンプ１６ａは停止状態にあり、
沸上げ流量調節弁１７の開度は０％（全閉）となり、切替弁３２の直接出湯流路３０上流
側の開度は１００％（中温水流路２３側が閉）となり、切替弁３６は貯湯タンク１側が開
となっている。沸上げ流量調節弁１７が全閉となるとともに切替弁３２の直接出湯流路３
０上流側が開となることによって、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水は貯湯
タンク１内には流入せず、直接出湯流路３０を介して給湯使用側端末に供給される。
【００６２】
　また直接湯張り時には、電磁弁３５及び電動弁５４が開となり、浴水循環ポンプ５５は
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停止している。これにより、貯湯タンク１内の高温水及びヒートポンプユニット２で沸き
上げられた温水と、給水流路２９を介して供給される水とが適宜混合され、往き管５２及
び戻り管５３を介して所定温度の温水が浴槽５０内に出湯される。
【００６３】
　このとき、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水は、貯湯タンク１を経由せず
に浴槽５０内に出湯される。したがって、ヒートポンプユニット２起動直後の十分に加熱
されていない低温水を含む、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水により貯湯タ
ンク１内上部の高温層が乱されるのを防止できる。
【００６４】
　また、水道水の水圧はヒートポンプユニット２側に直接かかるため、循環回路１６を流
れる水の流量を増加させることができる。これにより、ヒートポンプユニット２での沸上
げ温度を低下させることができるため、ヒートポンプユニット２の成績係数（ＣＯＰ）を
著しく向上させることができる。
【００６５】
　さらに、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水は、貯湯タンク１内上部に戻ら
ずに浴槽５０に直接出湯される。したがって、沸上げ温度を湯張り温度程度に下げること
ができるので、この観点からもヒートポンプユニット２のＣＯＰを向上させることができ
る。
【００６６】
　本実施形態では、直接出湯流路３０が設けられていることによって、貯湯タンク１内の
温水を用いずヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水のみを用いて浴槽５０の湯張
りを行うこともできる。このため、貯湯タンク１内の貯湯量に関わらず湯張りを行うこと
ができる。また、貯湯タンク１内に貯える熱量を少量にできるため、貯湯タンク１の容量
の小型化も可能である。
【００６７】
　直接湯張り時にシャワー等が使用され、大流量の温水が必要になった場合には、図３に
示したように回路を切り替え、貯湯タンク１内の温水を出湯させることにより対応できる
。
【００６８】
　ここで、直接湯張り時において、浴槽５０内の湯温や水位を測定するために一時的に出
湯が停止される場合には、その出湯停止時間中に貯湯運転（沸上げ運転）を行うようにし
てもよい。すなわち制御装置１００は、一時的な出湯停止が行われたとき又はその直前に
、ヒートポンプユニット２の運転を継続させたまま、循環ポンプ１６ａを起動させ、沸上
げ流量調節弁１７を所定開度で開き、切替弁３２の直接出湯流路３０上流側の開度を０％
に設定する。これにより、貯湯タンク１内下部と貯湯タンク１内上部とが循環回路１６を
介して連通するとともに直接出湯流路３０が遮断され、貯湯タンク１内下部の水はヒート
ポンプユニット２で加熱されて貯湯タンク１内上部に送られる。
【００６９】
　直接湯張り時にはヒートポンプユニット２の目標沸上げ温度が比較的低く設定されてい
るため、貯湯運転に切り替えたときには目標沸上げ温度を高温側に変更するのが望ましい
。これにより、低温の温水が貯湯タンク１内上部に流入するのを防止できるため、貯湯タ
ンク１内の高温層の乱れを抑えることができる。
【００７０】
　出湯が再開されたとき又はその直前には、制御装置１００はヒートポンプユニット２の
運転を継続させたまま、循環ポンプ１６ａを停止させ、沸上げ流量調節弁１７の開度を０
％に設定し、切替弁３２の直接出湯流路３０上流側の開度を１００％に設定する。これに
より、ヒートポンプユニット２で加熱された温水は、貯湯タンク１内に流入せずに直接出
湯流路３０を介して再び浴槽５０側に供給される。
【００７１】
　これにより、直接湯張り時の一時的な出湯停止時間において、ヒートポンプユニット２
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を停止させることなく、湯張り中又は湯張り後の給湯熱量として貯湯タンク１内への高温
貯湯を行うことができる。
【００７２】
　（４）貯湯運転
　次に、給湯使用側端末での出湯要求がなく、貯湯タンク１内の温水が不足している場合
等に行われる貯湯運転時における給湯装置の作動及び水や温水の流通経路について説明す
る。図６は、本実施形態の給湯装置における貯湯運転時の水や温水の流通経路を示す模式
図である。図６に示すように、貯湯運転時には、切替弁３６は貯湯タンク１側が開となり
、切替弁３２の直接出湯流路３０上流側の開度は０％となり、沸上げ流量調節弁１７は後
述する制御により所定開度で開かれる。これにより、貯湯タンク１内下部と貯湯タンク１
内上部とが循環回路１６を介して連通するとともに、直接出湯流路３０が遮断される。循
環ポンプ１６ａ及びヒートポンプユニット２の運転が開始されることにより、貯湯タンク
１内下部の水はヒートポンプユニット２で沸き上げられて貯湯タンク１内上部に送られ、
貯湯タンク１内に貯湯される。
【００７３】
　給湯用熱交換器３の水流路の圧損が比較的低い場合、循環回路１６を流れる水の流量が
多くなるため、ヒートポンプユニット２での沸上げ温度の低下が生じ易い。例えば、本願
出願人による日本国特許出願（特願２００６－２１２４９０号）で提案されているように
分岐点１８に切替三方弁が設けられた給湯装置では、本実施形態と同様に貯湯と直接出湯
の切替が可能になるものの、貯湯時のヒートポンプユニット２での沸上げ温度を高めるの
が比較的困難であった。本実施形態では、沸上げ温度を高めるために、制御装置１００が
以下の制御を行うようになっている。
【００７４】
　図７は、制御装置１００の概略制御動作を示すフローチャートである。図７に示すよう
に、制御装置１００は、操作スイッチ９０からの操作信号、並びにサーミスタ１５、４０
、４１、４３、４５、５６、貯湯タンク１の各水位サーミスタ及び流量カウンタ４２、４
４等からの検出信号に基づいて、必要なヒートポンプユニット（ＨＰ）２の沸上げ能力を
決定し、ヒートポンプユニット２に対して当該沸上げ能力での運転を指示する（ステップ
Ｓ１１）。
【００７５】
　続いて制御装置１００は、ヒートポンプユニット２に指示した沸上げ能力の高低を判断
する（ステップＳ１２）。制御装置１００は、沸上げ能力が所定の値以下（例えばヒート
ポンプユニット２の最低沸上げ能力）であれば、ステップＳ１３に進み、沸上げ流量調節
弁１７の開度制御を行う。
【００７６】
　図８は、上記の開度制御の際の沸上げ温度と沸上げ流量調節弁１７の開度との関係の一
例を示すグラフである。グラフの横軸はサーミスタ１５により検出される沸上げ温度（℃
）を表し、縦軸は沸上げ流量調節弁１７の開度（％）を表している。図８に示すように、
制御装置１００は、沸上げ温度が高くなるほど沸上げ流量調節弁１７の開度を低開度に設
定するようになっている。
【００７７】
　次に制御装置１００は、循環ポンプ１６ａの回転数を所定の低回転数（例えば下限の回
転数）に設定する（ステップＳ１４）。その後、沸上げ温度に基づいて沸上げ流量調節弁
１７の開度制御を行う（ステップＳ１５）。
【００７８】
　一方、ステップＳ１２において、ヒートポンプユニット２に指示した沸上げ能力が所定
の値よりも高ければ、制御装置１００は沸上げ温度の低下が生じないと判断し、沸上げ流
量調節弁１７の開度を１００％に設定する（ステップＳ１６）。
【００７９】
　本実施形態では、沸上げ流量調節弁１７の開度を低くすることによって、循環回路１６
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の圧損を高めることができる。これにより、循環回路１６を流通する水の流量を減少させ
ることができるため、ヒートポンプユニット２での沸上げ温度を高めることができる。し
たがって、ヒートポンプユニット２の沸上げ能力が低く設定された場合であっても高温沸
上げを実現できる。
【００８０】
　また、沸上げ流量調節弁１７に代えて分岐点１８に切替三方弁を設けた構成と本実施形
態とを比較すると、沸上げ流量調節弁１７は切替三方弁よりも安価であるため、給湯装置
のコストを低減できる。
【００８１】
　（５）貯湯タンク内温水による追焚き
　次に、浴槽５０内の浴水の追焚きを行う場合における給湯装置の作動及び水や温水の流
通経路について説明する。ヒートポンプユニット２の起動直後には温水が十分に加熱され
ないため、貯湯タンク１内の温水を用いた追焚きが行われる。図９は、貯湯タンク１内の
温水による追焚き時の水や温水の流通経路を示す模式図である。図９に示すように、貯湯
タンク１内の温水による追焚き時には、循環ポンプ１６ａ及びヒートポンプユニット２の
運転が開始され、沸上げ流量調節弁１７の開度は０％となり、切替弁３２の直接出湯流路
３０上流側の開度は５０％（直接出湯流路３０上流側及び中温水流路２３側がいずれも中
間開度で開）となり、切替弁３６は追焚き回路６０側が開（貯湯タンク１側が閉）となっ
ている。
【００８２】
　沸上げ流量調節弁１７が全閉となるとともに切替弁３２の直接出湯流路３０上流側及び
中温水流路２３側がいずれも開となることにより、ヒートポンプユニット２で沸き上げら
れた温水は貯湯タンク１内上部には流入せず、直接出湯流路３０及び中温水流路２３を介
して貯湯タンク１内中間部に流入する。ヒートポンプユニット２起動直後の比較的低温の
温水が貯湯タンク１内中間部に流入することにより、貯湯タンク１内上部の高温層が乱さ
れるのを防止できる。
【００８３】
　また、切替弁３６の追焚き回路６０側が開となることにより、貯湯タンク１内上部の高
温の温水は追焚き回路６０を流れ、追焚き用熱交換器６１の１次側流路を通過してヒート
ポンプユニット２に流入する。
【００８４】
　追焚き時には、電磁弁３５は閉となり、電動弁５４は開となり、浴水循環ポンプ５５は
運転を開始する。浴槽５０内の浴水は浴水循環回路５１を循環し、追焚き用熱交換器６１
の２次側流路を通過する。追焚き用熱交換器６１では、浴水循環回路５１を循環する浴水
が、貯湯タンク１からの高温の温水との熱交換により加熱される。これにより、浴槽５０
内の浴水の追焚きが行われる。
【００８５】
　（６）ヒートポンプユニットによる追焚き
　ヒートポンプユニット２の立上りが完了して沸上げ温度が高くなった場合、ヒートポン
プユニット２で沸き上げられた温水による追焚きが行われる。図１０は、ヒートポンプユ
ニット２による追焚き時の水や温水の流通経路を示す模式図である。図１０に示すように
、ヒートポンプユニット２による追焚き時には、沸上げ流量調節弁１７は、図４に示した
ような沸上げ温度低下制御により所定開度で開かれ、切替弁３２の直接出湯流路３０上流
側の開度は０％となる。
【００８６】
　沸上げ流量調節弁１７が開となり、切替弁３２の直接出湯流路３０上流側が閉となるこ
とによって、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた高温の温水は、直接出湯流路３０
及び中温水流路２３を介して貯湯タンク１内中間部には流入せず、貯湯タンク１内上部に
流入する。
【００８７】
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　また、切替弁３６の追焚き回路６０側が開となっているため、貯湯タンク１内上部の高
温の温水は追焚き回路６０を流れ、追焚き用熱交換器６１の１次側流路を通過してヒート
ポンプユニット２に流入する。浴水循環回路５１を循環する浴水は、追焚き用熱交換器６
１において、ヒートポンプユニット２で沸き上げられた温水との熱交換により加熱される
。これにより、浴槽５０内の浴水の追焚きが行われる。
【００８８】
　図１１は、図４に示した概略制御動作の変形例を示すフローチャートである。図１１の
ステップＳ２１乃至Ｓ２３及びＳ２５は、図４のステップＳ１乃至Ｓ３及びＳ６とそれぞ
れ同様である。本変形例では、ステップＳ２３で沸上げ流量調節弁１７の開度を低開度に
設定した後に、ステップＳ２４において、沸上げ温度に基づき循環ポンプ１６ａの回転数
を制御するようになっている。これにより、図４に示した制御と同様にヒートポンプユニ
ット２での沸上げ温度の低下を防止できるため、貯湯タンク１内上部の高温層が乱される
のを防止できる。
【００８９】
　図１２は、図７に示した概略制御動作の変形例を示すフローチャートである。図１２の
ステップＳ３１、Ｓ３２及びＳ３５は、図７のステップＳ１１、Ｓ１２及びＳ１６とそれ
ぞれ同様である。本変形例では、ステップＳ３２で沸上げ能力が所定の値以下であると判
断したら、ステップＳ３３で沸上げ流量調節弁１７の開度を所定の低開度に設定し、ステ
ップＳ３４で沸上げ温度に基づき循環ポンプ１６ａの回転数を制御するようになっている
。これにより、図７に示した制御と同様にヒートポンプユニット２での沸上げ温度の低下
を防止できるため、貯湯タンク１内上部の高温層が乱されるのを防止できる。
【００９０】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について図１３を用いて説明する。図１３は、本実施形態
における給湯装置の概略構成を示す模式図である。図１３に示すように、本実施形態の給
湯装置は、第１実施形態の全量流量調節弁１２に代えて、給水流路２６のうち逆止弁２７
の下流側に設けられた流量調節弁７０を有している。本実施形態では、貯湯タンク１内か
らの出湯量が多量になった場合、制御装置１００が流量調節弁７０の開度を低くする制御
を行うようになっている。これにより、連れ回り現象による循環回路１６内の水量の増加
を抑えられるため、ヒートポンプユニット２での沸上げ温度の低下を防止できる。
【００９１】
　（その他の実施形態）
　上記実施形態では、流路遮断切替手段として切替弁３２が設けられているが、直接出湯
流路３０のうち中温水流路２３との接続点の上流側及び下流側と、中温水流路２３との３
箇所に開閉制御可能な２方弁をそれぞれ設けるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】第１実施形態における給湯装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】給湯時における水や温水の流通経路を示す模式図である。
【図３】同時給湯時における水や温水の流通経路を示す模式図である。
【図４】第１実施形態における給湯装置の制御装置の概略制御動作を示すフローチャート
である。
【図５】直接湯張り時における水や温水の流通経路を示す模式図である。
【図６】貯湯運転時における水や温水の流通経路を示す模式図である。
【図７】第１実施形態における給湯装置の制御装置の概略制御動作を示すフローチャート
である。
【図８】沸上げ温度と流量調節弁の開度との関係の一例を示すグラフである。
【図９】貯湯タンク内の温水による追焚き時の水や温水の流通経路を示す模式図である。
【図１０】ヒートポンプユニットによる追焚き時の水や温水の流通経路を示す模式図であ
る。
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【図１１】第１実施形態における給湯装置の制御装置の概略制御動作の変形例を示すフロ
ーチャートである。
【図１２】第１実施形態における給湯装置の制御装置の概略制御動作の変形例を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】第２実施形態における給湯装置の概略構成を示す模式図である。
【符号の説明】
【００９３】
１　貯湯タンク
２　ヒートポンプユニット
１０　給水流路（第１給水流路）
１２　全量流量調節弁
１６　循環回路
１６ａ　循環ポンプ
１７　沸上げ流量調節弁（流量調節手段）
１８　分岐点
２２　給湯流路
２３　中温水流路
２５　湯張り流路
２６　給水流路（第２給水流路）
２７　逆止弁
３０　直接出湯流路
３２　切替弁（流路遮断切替手段）
３６　切替弁
５０　浴槽
５１　浴水循環回路
６０　追焚き回路
７０　流量調節弁（第２流量調節手段）
１００　制御装置（制御手段）
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