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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機と利用側熱交換器とを有する空気温度調節用冷媒回路と、圧縮機と利用側熱交換
器とを有する給湯用冷媒回路とを備え、
　前記空気温度調節用冷媒回路を循環する冷媒と、前記給湯用冷媒回路を循環する冷媒と
の間で熱交換を行う中間熱交換器を有し、
　前記中間熱交換器を前記空気温度調節用冷媒回路の凝縮器として機能させるとともに、
前記給湯用冷媒回路の蒸発器として機能させ、
　前記空気温度調節用冷媒回路による空気冷却運転及び前記給湯用冷媒回路による給湯運
転を行う際に、空気温度調節用冷媒回路の空気冷却能力および蒸発温度と、給湯用冷媒回
路の給湯能力および凝縮温度とに基づいて設定される給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値又
は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値となるように、前記空気温度調節用冷媒回路
及び給湯用冷媒回路を制御し、
　空気冷却能力に対する給湯能力の比率が大きいほど、給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値
又は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値を高く設定することを特徴とする空調給湯
システム。
【請求項２】
　請求項１において、給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値又は空気温度調節用冷媒回路の凝
縮温度目標値を、前記空気温度調節用冷媒回路による空気冷却運転及び前記給湯用冷媒回
路による給湯運転の効率が最高となるように設定することを特徴とする空調給湯システム
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。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記空気温度調節用冷媒回路には、前記中間熱交換器と並列に配置され、ファンを有す
る空気温度調節用空気熱交換器が備えられるとともに、
　前記給湯用冷媒回路には、前記中間熱交換器と並列に配置され、ファンを有する給湯用
空気熱交換器が備えられ、
　空気温度調節用冷媒回路の空気冷却能力および蒸発温度と、給湯用冷媒回路の給湯能力
および凝縮温度とに基づいて設定される給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値又は空気温度調
節用冷媒回路の凝縮温度目標値となるように、前記空気温度調節用空気熱交換器のファン
および給湯用空気熱交換器のファンの回転速度を制御することを特徴とする空調給湯シス
テム。
【請求項４】
　圧縮機と利用側熱交換器とを有する空気温度調節用冷媒回路と、圧縮機と利用側熱交換
器とを有する給湯用冷媒回路と、空気温度調節用冷媒回路及び給湯用冷媒回路を循環する
冷媒と熱交換を行って蓄熱する熱媒体を循環させる熱媒体回路とを備え、
　前記空気温度調節用冷媒回路を循環する冷媒と、前記給湯用冷媒回路を循環する冷媒と
、前記熱媒体回路を循環する熱媒体との間で熱交換を行う中間熱交換器を有し、
　前記中間熱交換器を前記空気温度調節用冷媒回路の凝縮器として機能させるとともに、
前記給湯用冷媒回路の蒸発器として機能させ、
　前記空気温度調節用冷媒回路による空気冷却運転及び前記給湯用冷媒回路による給湯運
転を行う際に、空気温度調節用冷媒回路の空気冷却能力および蒸発温度と、給湯用冷媒回
路の給湯能力および凝縮温度とに基づいて設定される給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値又
は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値となるように、前記空気温度調節用冷媒回路
，給湯用冷媒回路及び熱媒体回路を制御し、
　空気冷却能力に対する給湯能力の比率が大きいほど、給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値
又は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値を高く設定することを特徴とする空調給湯
システム。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値又は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値に
基づいて、前記熱媒体回路の熱媒体温度を制御することを特徴とする空調給湯システム。
【請求項６】
　圧縮機と利用側熱交換器とを有する空気温度調節用冷媒回路と、圧縮機と利用側熱交換
器とを有する給湯用冷媒回路とを備え、
　空気温度調節用冷媒回路と給湯用冷媒回路との間には中間熱交換器が配置され、
　前記中間熱交換器を前記空気温度調節用冷媒回路の凝縮器として機能させるとともに、
前記給湯用冷媒回路の蒸発器として機能させ、
　前記空気温度調節用冷媒回路による空気冷却運転及び前記給湯用冷媒回路による給湯運
転を行う際に、空気温度調節用冷媒回路の空気冷却能力および蒸発温度と、給湯用冷媒回
路の給湯能力および凝縮温度とに基づいて設定される給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値又
は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値となるように、前記空気温度調節用冷媒回路
及び給湯用冷媒回路を制御し、
　空気冷却能力に対する給湯能力の比率が大きいほど、給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値
又は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値を高く設定することを特徴とするヒートポ
ンプユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調給湯システムに係り、特に、冷房と暖房とを切替えて行う低温側冷媒回
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路と、貯湯を行う高温側冷媒回路とが中間熱交換器を介して接続されて二元冷凍サイクル
を備える空調給湯システムに好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の空調給湯システムとしては、特許文献１に示されたものがある。
【０００３】
　特許文献１には、高温凝縮器，高温蒸発器，高温用圧縮機，高温用膨張弁を環状に接続
して高温サイクルを構成し、低段圧縮機，第一制御弁，四方弁，中間凝縮器兼蒸発器，第
一膨張弁，熱源側熱交換器を環状に接続して第一中温サイクルを構成し、前記低段圧縮機
の吐出側と前記第一制御弁との間から分岐し、第二制御弁を介し高温側蒸発器と熱交換可
能な中間凝縮器，熱源側熱交換器を経て四方弁を介し低段圧縮機の吸入側に接続して第二
中温サイクルを構成したヒートポンプシステムが示されている。高温出力と低温出力の同
時運転時、中間凝縮器兼蒸発器からの吸熱を高温サイクルの熱源として用いることができ
るため省エネルギな運転が可能である。さらに、第二制御弁を全開とし、低段圧縮機の吐
出圧力が設定値となるように第１制御弁開度を制御することにより、高温出力負荷と低温
出力負荷がバランスしていなくても安定な運転が可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３２６６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の空調給湯システムでは、給湯（高温出力）と冷房（低温出力）の同
時運転時、低段圧縮機の吐出圧力が設定値となるように制御する方法が示されているが、
その設定値の与え方については開示されていない。
【０００６】
　本発明の目的は、冷媒回路の排温冷熱を有効利用し、高いエネルギ効率を得ることにあ
る。特に、給湯運転と空気冷却運転の同時運転時に適切な運転制御を行うことにより、高
いエネルギ効率を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明は、圧縮機と利用側熱交換器とを有する空気温度調節用冷媒
回路と、圧縮機と利用側熱交換器とを有する給湯用冷媒回路とを備え、前記空気温度調節
用冷媒回路を循環する冷媒と、前記給湯用冷媒回路を循環する冷媒との間で熱交換を行う
中間熱交換器を有し、前記中間熱交換器を前記空気温度調節用冷媒回路の凝縮器として機
能させるとともに、前記給湯用冷媒回路の蒸発器として機能させ、前記空気温度調節用冷
媒回路による空気冷却運転及び前記給湯用冷媒回路による給湯運転を行う際に、空気温度
調節用冷媒回路の空気冷却能力および蒸発温度と、給湯用冷媒回路の給湯能力および凝縮
温度とに基づいて設定される給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値又は空気温度調節用冷媒回
路の凝縮温度目標値となるように、前記空気温度調節用冷媒回路及び給湯用冷媒回路を制
御し、空気冷却能力に対する給湯能力の比率が大きいほど、給湯用冷媒回路の蒸発温度目
標値又は空気温度調節用冷媒回路の凝縮温度目標値を高く設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、冷媒回路の排温冷熱を有効利用することにより、高いエネルギ効率を
得ることができる。特に、給湯運転と空気冷却運転の同時運転時に適切な運転制御を行う
ことにより、高いエネルギ効率を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】本発明の第１の実施例に係る空調給湯システムの系統図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る運転モードの状態表である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.１－０の冷媒，水及び熱媒体
の流れを示す系統図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.１－１の冷媒，水及び熱媒体
の流れを示す系統図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.２－０ａの冷媒，水及び熱媒
体の流れを示す系統図である。
【図６】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.２－０ｂの冷媒，水及び熱媒
体の流れを示す系統図である。
【図７】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.２－１の冷媒，水及び熱媒体
の流れを示す系統図である。
【図８】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.２－２の冷媒，水及び熱媒体
の流れを示す系統図である。
【図９】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.３－０の冷媒及び水の流れを
示す系統図である。
【図１０】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.３－１の冷媒，水及び熱媒
体の流れを示す系統図である。
【図１１】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.４－０の冷媒及び熱媒体の
流れを示す系統図である。
【図１２】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.４－１の冷媒及び熱媒体の
流れを示す系統図である。
【図１３】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.５－０の冷媒及び熱媒体の
流れを示す系統図である。
【図１４】本発明の第１の実施例に係る図２の運転モードＮo.５－１の冷媒及び熱媒体の
流れを示す系統図である。
【図１５】本発明の第１の実施例に係る給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値設定のフローチ
ャート図である。
【図１６】本発明の第１の実施例に係る一次式の傾きＡと切片Ｂを設定する表である。
【図１７】本発明の第１の実施例に係る（貯湯能力／（冷房能力＋貯湯能力））と給湯用
冷媒回路の蒸発温度目標値との関係を示す図である。
【図１８】本発明の第１の実施例に係る給湯用冷媒回路の蒸発温度とＣＯＰとの関係を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【実施例１】
【００１１】
　以下、本発明に係る空調給湯システム及びヒートポンプユニットの一実施例を、図１か
ら図１４を用いて説明する。
【００１２】
　本実施例に係る空調給湯システム１００は、図１に示すように、空気温度調節用冷媒回
路５と、給湯用冷媒回路６と、空気温度調節用冷媒回路５及び給湯用冷媒回路６を循環す
る冷媒と熱交換を行って温熱又は冷熱を蓄熱する熱媒体を循環させる熱媒体回路７とを備
え、前記空気温度調節用冷媒回路５を循環する冷媒と、給湯用冷媒回路６を循環する冷媒
と、熱媒体回路７を循環する熱媒体との間で熱交換を行う中間熱交換器２３を有する。
【００１３】
　以下、具体的に説明する。図１は空調給湯システム１００の系統図である。空調給湯シ
ステム１００は室外に配置されるヒートポンプユニット１と、室内に配置される室内ユニ
ット２と、室外に配置される給湯・蓄熱タンクユニット３と、室外に配置される太陽熱集
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熱器４とを備える。また、空調給湯システム１００は冷房と暖房を切替えて行う空気温度
調節用冷媒回路５と、給湯のための運転を行う給湯用冷媒回路６と、温冷熱源を用いて放
熱又は採熱を行う熱媒体回路７と、空気温度調節用熱媒体回路８ａ，８ｂと、給湯回路９
と、太陽集熱用熱媒体回路１０，出湯経路１１とを備える。前記熱媒体回路７を循環する
熱媒体は、太陽熱集熱器４において得られる熱によって加熱される。
【００１４】
　なお、空気温度調節用冷媒回路５と給湯用冷媒回路６とは、冷凍サイクルの熱の温度レ
ベルを考慮して、低温側冷媒回路及び高温側冷媒回路と称することができる。
【００１５】
　前記ヒートポンプユニット１は、圧縮機２１と利用側熱交換器２８とを有する空気温度
調節用冷媒回路５と、圧縮機４１と利用側熱交換器４２とを有する給湯用冷媒回路６とを
備え、空気温度調節用冷媒回路５と給湯用冷媒回路６との間には中間熱交換器２３が配置
され、前記中間熱交換器２３には、空気温度調節用冷媒回路５及び給湯用冷媒回路６を循
環する冷媒と熱交換する熱媒体が導入され、前記中間熱交換器２３において、前記空気温
度調節用冷媒回路５を循環する冷媒と、給湯用冷媒回路６を循環する冷媒と、前記熱媒体
との間で熱交換を行うものである。
【００１６】
　空気温度調節用冷媒回路５は、空気温度調節用冷媒を圧縮して高温の冷媒とする圧縮機
２１と、冷房運転と暖房運転とで空気温度調節用冷媒の流れ方向を切替える四方弁２２と
、給湯用冷媒回路６の給湯用冷媒及び熱媒体回路７の熱媒体との熱交換を行う中間熱交換
器２３の空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａと、中間熱交換器２３と直列に配置された空気
温度調節用冷媒を減圧する減圧装置としての膨張弁２４と、中間熱交換器２３と並列に配
置され、ファン２６により送られてくる室外空気との熱交換を行う空気熱交換器２５と、
空気熱交換器２５と直列に配置された空気温度調節用冷媒を減圧する減圧装置としての膨
張弁２７と、空気温度調節用熱媒体回路８ａの熱媒体との熱交換を行う利用側熱交換器２
８の空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａとを環状に空気温度調節用冷媒管路で接続して構成
されている。
【００１７】
　空気温度調節用冷媒回路５の冷媒としては、例えば、地球温暖化係数が小さい自然冷媒
であるＲ２９０（プロパン）が用いられるが、これに限定されるものではない。
【００１８】
　圧縮機２１は、容量制御が可能な可変容量型圧縮機である。このような圧縮機としては
、ピストン式，ロータリー式，スクロール式，スクリュー式，遠心式のものを採用可能で
ある。具体的には、圧縮機２１は、スクロール式の圧縮機であり、インバータ制御により
容量制御が可能で、低速から高速まで回転速度が可変である。
【００１９】
　中間熱交換器２３は、空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａと、給湯用冷媒伝熱管２３ｂと
、熱媒体伝熱管２３ｃとがお互いに接触するように一体に構成されている三流体熱交換器
である。また、利用側熱交換器２８は、空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａと、空気温度調
節用熱媒体伝熱管２８ｂとが接触するように構成されている。膨張弁２４，２７は、中間
熱交換器２３と空気熱交換器２５との冷媒流量比率の調整を行う。
【００２０】
　なお、膨張弁２４，２７は、中間熱交換器２３及び空気熱交換器２５が設けられる配管
における冷媒の流量比率を変更するために用いられるものであるが、配管が中間熱交換器
２３及び空気熱交換器２５が設けられる配管に分岐する分岐部分に三方弁を設けるもので
あってもよい。
【００２１】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａは、空気温度調節用冷媒回路５の利用側熱交換器２８の
空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂと、空気温度調節用冷媒回路側の往き配管２９と、空
気温度調節用往き配管３０と、室内空気との熱交換を行う室内ユニット２内に設置された
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室内熱交換器３１と、空気温度調節用熱媒体循環ポンプ３３，空気温度調節用熱媒体流量
センサ３６を含む空気温度調節用戻り配管３２と、開閉弁３５ａを含む空気温度調節用冷
媒回路側の戻り配管３４とを環状に接続して構成されている。
【００２２】
　循環ポンプ３３は空気温度調節用熱媒体回路８ａ内に熱媒体を循環させるポンプであり
、流量センサ３６は熱媒体の流量を検知するセンサである。開閉弁３５ａは、後述の開閉
弁３５ｂと共に、空気温度調節用熱媒体回路８ａと、後述の空気温度調節用熱媒体回路８
ｂとの切替えを行う。
【００２３】
　ここで、空気温度調節用熱媒体回路８ｂは、蓄熱タンク６０内の水の温度が、室内熱交
換器３１で暖房を行うのに十分高い場合、利用される。このとき、空気温度調節用冷媒回
路５を動作させないので、エネルギ効率を高く維持することができる。
【００２４】
　なお、開閉弁３５ａ及び開閉弁３５ｂをそれぞれ設ける代わりに、空気温度調節用戻り
配管３２と第２戻り配管７２ｂと配管３４との接続部分に三方弁を設けるものであっても
よい。
【００２５】
　給湯用冷媒回路６は、給湯用冷媒を圧縮して高温の冷媒とする圧縮機４１と、高温とな
った給湯用冷媒と給湯回路９の水との熱交換を行う利用側熱交換器４２の給湯用冷媒伝熱
管４２ａと、給湯用冷媒を減圧する減圧装置としての膨張弁４３と、空気温度調節用冷媒
回路５の空気温度調節用冷媒及び熱媒体回路７の熱媒体との熱交換を行い、低温低圧の給
湯用冷媒を蒸発させる中間熱交換器２３の給湯用冷媒伝熱管２３ｂと、膨張弁４３と並列
に配置された給湯用冷媒を減圧する減圧装置としての膨張弁４４と、膨張弁４４と直列に
配置され、ファン４６により送られてくる室外空気との熱交換を行い、低温低圧の冷媒を
蒸発させる空気熱交換器４５とを環状に給湯用冷媒管路で接続して構成される。
【００２６】
　給湯用冷媒回路６の冷媒としては、例えば、地球温暖化係数が小さいＨＦＯ１２３４ｙ
ｆが用いられるが、これに限定されるものではない。冷媒としてＨＦＯ１２３４ｙｆは低
圧冷媒であるため、これを用いた場合、配管の肉厚を薄くできるという利点がある。
【００２７】
　圧縮機４１は、圧縮機２１と同様にインバータ制御により容量制御が可能で、低速から
高速まで回転速度が可変である。利用側熱交換器４２は、給湯用冷媒伝熱管４２ａと、給
湯用水伝熱管４２ｂとが接触するように構成されている。膨張弁４３，４４は、中間熱交
換器２３と空気熱交換器４５との冷媒流量比率の調整を行う。
【００２８】
　なお、膨張弁４３，４４は、中間熱交換器２３及び空気熱交換器４５が設けられる配管
における冷媒の流量比率を変更するために用いられるものであるが、配管が中間熱交換器
２３及び空気熱交換器４５が設けられる配管に分岐する分岐部分に三方弁を設けるもので
あってもよい。
【００２９】
　給湯回路９は、給湯タンク５０の下部と、給湯用水循環ポンプ５２，給湯用水流量セン
サ５４を含む給湯用往き配管５１と、給湯用冷媒回路６の利用側熱交換器４２の給湯用水
伝熱管４２ｂと、給湯用戻り配管５３とを環状に接続して構成される。循環ポンプ５２は
給湯回路９内に水を循環させるポンプ，流量センサ５４は水の流量を検知するセンサであ
る。そして、給湯タンク５０には、温水が貯湯される。
【００３０】
　太陽集熱用熱媒体回路１０は、蓄熱タンク６０内の水への放熱を行うタンク内第１熱交
換器６１と、太陽熱集熱用熱媒体循環ポンプ６３を含む太陽熱集熱用往き配管６２と、太
陽熱集熱器４と、太陽熱集熱用戻り配管６４とを環状に接続して構成されている。
【００３１】
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　太陽熱集熱器４は、太陽熱により熱媒体を加熱する。循環ポンプ６３は太陽集熱用熱媒
体回路１０内に熱媒体を循環させるポンプである。
【００３２】
　熱媒体回路７は、蓄熱タンク６０内の水からの採熱又は水への放熱を行うタンク内第２
熱交換器７０と、第１往き配管７１ａと、空気温度調節用冷媒回路５の空気温度調節用冷
媒及び給湯用冷媒回路６の給湯用冷媒との熱交換を行う中間熱交換器２３の熱媒体伝熱管
２３ｃと、循環ポンプ７３を含む第１戻り配管７２ａとを環状に接続して構成されている
。また、第１往き配管７１ａと戻り配管７２ａとの間を接続する、バイパス弁７５を含む
バイパス配管７４を備える。
【００３３】
　バイパス弁７５は、戻り配管７２ａ内の中間熱交換器２３で温度変化した熱媒体の一部
をバイパス配管７４にバイパスして、タンク内第２熱交換器７０において蓄熱タンク６０
内の水からの採熱又は水への放熱を行った熱媒体に混合し、所望の温度の熱媒体を中間熱
交換器２３へ供給する。
【００３４】
　なお、熱媒体を適温に調整して利用する方法としては、バイパスを設けるものに限定さ
れるものではない。例えば、ポンプ７３として流量可変のものを利用し、該ポンプの流速
を調整することにより、吸熱量・放熱量を変化させるものであってもよい。
【００３５】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａとの切替えを行う空気温度調節用熱媒体回路８ｂは、蓄
熱タンク６０内の水からの採熱又は水への放熱を行うタンク内第２熱交換器７０と、第２
往き配管７１ｂと、空気温度調節用往き配管３０，室内空気との熱交換を行う室内ユニッ
ト２内に設置された室内熱交換器３１と、空気温度調節用熱媒体循環ポンプ３３，流量セ
ンサ３６を含む空気温度調節用戻り配管３２と、開閉弁３５ｂを含む第２戻り配管７２ｂ
とを環状に接続して構成されている。また、第２往き配管７１ｂと戻り配管７２ｂとの間
を接続する、バイパス弁８１を含むバイパス配管８０を備える。
【００３６】
　バイパス弁８１は、バイパス弁７５と同様に、戻り配管７２ｂ内の室内熱交換器３１で
温度変化した熱媒体の一部をバイパス配管８０にバイパスして、タンク内第２熱交換器７
０において蓄熱タンク６０内の水からの採熱又は水への放熱を行った熱媒体に混合し、所
望の温度の熱媒体を室内熱交換器３１へ供給する。
【００３７】
　出湯経路１１は、給湯タンク５０と、蓄熱タンク６０と、給湯・蓄熱タンクユニット３
の外部の上水道と接続される給水金具９０と、この給水金具９０と給湯タンク５０下部と
を接続する給水管９１と、この給水管９１と蓄熱タンク６０下部とを接続する第１の給水
分岐管９２と、第１給湯混合弁９５及び第２給湯混合弁９７を含む給湯管９３と、この給
湯管９３と接続され外部の給湯端末と接続される給湯金具９８と、蓄熱タンク６０上部と
給湯混合弁９５とを接続する出湯管９４と、給水管９１と第２給湯混合弁９７とを接続す
る第２の給水分岐管９６とを備える。なお、蓄熱タンクは、蓄熱という機能から見た場合
、出湯経路１１と接続されず、独立して設けられるものであってもよい。
【００３８】
　給湯混合弁９５は、給湯タンク５０内の湯と蓄熱タンク７０内の湯とを混合し、給湯混
合弁９７は、給湯混合弁９５で混合された湯と第２の給水分岐管９６からの水とを混合し
、所望の温度の水を給湯金具９８から供給する。
【００３９】
　空調給湯システム１００は複数の温度センサを備えている。例えば、空気温度調節用熱
媒体回路８ａは、空気温度調節用冷媒回路５の利用側熱交換器２８の空気温度調節用熱媒
体伝熱管２８ｂの入口と出口の温度を検知する温度センサ３７，３８を備える。また、利
用側熱交換器２８の空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａに冷媒温度を検知する温度センサ３
９を備える。さらに、給湯回路９には、給湯用冷媒回路６の利用側熱交換器４２の給湯用
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水伝熱管４２ｂの入口と出口の温度を検知する温度センサ５５，５６を備える。さらにま
た、給湯用冷媒回路６の利用側熱交換器４２の給湯用冷媒伝熱管４２ａに冷媒温度を検知
する温度センサ５７を備え、中間熱交換器２３の給湯用冷媒伝熱管２３ｂに冷媒温度を検
知する温度センサ５８を備える。
【００４０】
　熱媒体回路７には、タンク内第２熱交換器７０からの熱媒体の温度を検知する温度セン
サ７６と、中間熱交換器２３への熱媒体往き温度を検知する温度センサ７７と、中間熱交
換器２３からの熱媒体戻り温度を検知する温度センサ７８とを備える。
【００４１】
　前記中間熱交換器２３は、空気温度調節用冷媒回路５の管路の一部と、給湯用冷媒回路
６の管路の一部と、熱媒体回路７の管路の一部とを互いに隣り合わせ一体に構成したもの
であり、三流体熱交換器とも称することができる。
【００４２】
　制御装置２０は、図示しないリモコンと、各温度センサの信号とを入力し、これらの信
号に基づいて、圧縮機２１，４１と、四方弁２２と、膨張弁２４，２７，４３，４４と、
循環ポンプ３３，５２，６３，７３などの制御を行う。
【００４３】
　以上のように構成する空調給湯システム１００の給湯運転，暖房運転及び冷房運転の動
作について、以下に説明する。図２に各運転モードの状態表、図３～図１４に各運転モー
ドの冷媒，水及び熱媒体の流れを示す系統図を示す。
【００４４】
　まず、図３の＜１＞運転モードＮo.１－０の給湯・暖房運転について説明する。このモ
ードは、給湯及び暖房の熱源として空気熱を用いる。図３に冷媒，水及び熱媒体の流れを
示す。このとき、空気温度調節用冷媒回路５の膨張弁２４，給湯用冷媒回路６の膨張弁４
３は全閉で冷媒は流れない。また、空気温度調節用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で
熱媒体を流し、空気温度調節用熱媒体回路８ｂの開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。
熱媒体回路７は動作しない。
【００４５】
　空気温度調節用冷媒回路５では、圧縮機２１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、
四方弁２２を通って、利用側熱交換器２８の空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａに流入する
。空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａ内を流れる高温高圧のガス冷媒は、空気温度調節用熱
媒体伝熱管２８ｂ内を流れる熱媒体により冷却される（冷媒の種類によっては、凝縮し、
液化する）。この高圧の冷媒は膨張弁２７で減圧され、低温低圧の冷媒（冷媒の種類によ
っては、気液二相冷媒）となり、空気熱交換器２５において、ファン２６により送られて
くる室外空気により加熱され（冷媒の種類によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となる
。この低圧のガス冷媒は、四方弁２２を通って、再び圧縮機２１に戻る。
【００４６】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａでは、循環ポンプ３３の運転によって吐出された熱媒体
は、配管３４を通って、利用側熱交換器２８の空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂに流入
する。空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂ内を流れる熱媒体は、空気温度調節用冷媒伝熱
管２８ａ内を流れる高温の冷媒により加熱され昇温する。温度の上昇した熱媒体は、往き
配管２９，３０を通って、室内熱交換器３１において、室内空気により冷却され、温度低
下する。このとき、室内空気を加熱することにより暖房を行う。温度の低下した熱媒体は
、戻り配管３２を通って、再び循環ポンプ３３に戻る。
【００４７】
　給湯用冷媒回路６では、圧縮機４１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、利用側熱
交換器４２の給湯用冷媒伝熱管４２ａに流入する。給湯用冷媒伝熱管４２ａ内を流れる高
温高圧のガス冷媒は、給湯用水伝熱管４２ｂ内を流れる水により冷却される（冷媒の種類
によっては、凝縮し、液化する）。この高圧の冷媒は膨張弁４４で減圧され、低温低圧の
冷媒（冷媒の種類によっては、気液二相冷媒）となり、空気熱交換器４５において、ファ
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ン４６により送られてくる室外空気により加熱され（冷媒の種類によっては、蒸発し）、
低圧のガス冷媒となり、再び圧縮機４１に戻る。
【００４８】
　給湯回路９では、循環ポンプ５２の運転により給湯タンク５０の下部から流出した水は
、往き配管５１を通り、利用側熱交換器４２の給湯用水伝熱管４２ｂに流入する。給湯用
水伝熱管４２ｂ内を流れる水は、給湯用冷媒伝熱管４２ａ内を流れる高温の冷媒により加
熱され昇温し、戻り配管５３を通って、給湯タンク５０の上部に戻され、高温の湯が貯湯
される。
【００４９】
　次に、図４の＜２＞運転モードＮo.１－１の給湯・暖房運転ついて説明する。このモー
ドは、前記中間熱交換器２３を前記空気温度調節用冷媒回路５の蒸発器として機能させる
とともに、前記給湯用冷媒回路６の蒸発器として機能させ、前記中間熱交換器２３におい
て前記空気温度調節用冷媒回路５及び給湯用冷媒回路６を循環する冷媒に対して前記熱媒
体回路７を循環する熱媒体の温熱を与えることにより、前記空気温度調節用冷媒回路５に
よる空気加熱運転（即ち、冷房運転）及び前記給湯用冷媒回路６による給湯運転を行うも
のである。
【００５０】
　具体的には、給湯及び暖房の熱源として蓄熱タンク６０内の温水を用いる。なお、蓄熱
タンク６０内の温水は、太陽集熱用熱媒体回路１０により太陽熱により加熱されたもので
ある。図４に冷媒，水及び熱媒体の流れを示す。このとき、空気温度調節用冷媒回路５の
膨張弁２７，給湯用冷媒回路６の膨張弁４４は全閉で冷媒は流れない。また、空気温度調
節用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気温度調節用熱媒体回路８ｂ
の開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。
【００５１】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａでの動作は、前述の＜１＞運転モードＮo.１－０の場合
と同じである。
【００５２】
　給湯用冷媒回路６では、圧縮機４１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、利用側熱
交換器４２の給湯用冷媒伝熱管４２ａに流入する。給湯用冷媒伝熱管４２ａ内を流れる高
温高圧のガス冷媒は、給湯用水伝熱管４２ｂ内を流れる水により冷却される（冷媒の種類
によっては、凝縮し、液化する）。この高圧の冷媒は膨張弁４３で減圧され、低温低圧の
冷媒（冷媒の種類によっては、気液二相冷媒）となり、中間熱交換器２３の給湯用冷媒伝
熱管２３ｂにおいて、熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる熱媒体により加熱され（冷媒の種類
によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となり、再び圧縮機４１に戻る。
【００５３】
　給湯回路９での動作は、前述の＜１＞運転モードＮo.１－０の場合と同じである。
【００５４】
　熱媒体回路７では、蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０において加熱された熱媒体は
、循環ポンプ７３の運転により、往き配管７１ａを通り、中間熱交換器２３の熱媒体伝熱
管２３ｃに流入する。熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる熱媒体は、空気温度調節用冷媒伝熱
管２３ａ内及び給湯用冷媒伝熱管２３ｂ内を流れる低温の冷媒により冷却され温度低下し
、戻り配管７２ａを通って、再び蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０に戻る。
【００５５】
　次に、給湯・冷房運転のモードについて説明する。このモードは、前記中間熱交換器２
３を前記空気温度調節用冷媒回路５の凝縮器として機能させるとともに、前記給湯用冷媒
回路６の蒸発器として機能させ、前記中間熱交換器２３において給湯用冷媒回路６を循環
する冷媒に対して前記空気温度調節用冷媒回路５を循環する冷媒の温熱を与えることによ
り、前記空気温度調節用冷媒回路５による空気冷却運転（即ち、冷房運転）及び前記給湯
用冷媒回路６による給湯運転を行うものである。
【００５６】
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　具体的には、前記空気温度調節用冷媒回路５において前記中間熱交換器２３と並列に配
置される空気熱交換器２５と、前記給湯用冷媒回路６において前記中間熱交換器２３と並
列に配置される空気熱交換器４５とを用い、給湯用冷媒回路６を循環する冷媒の前記中間
熱交換器２３における必要熱量と前記空気温度調節用冷媒回路５を循環する冷媒の前記中
間熱交換器２３における放熱量とが吊り合わない場合、不足する熱を前記空気熱交換器２
５又は空気熱交換器４５における熱交換により補うものが考えられる。
【００５７】
　図５の＜３＞運転モードＮo.２－０ａは、給湯のための熱源（吸熱）が冷房の放熱より
大きい場合であり、給湯の熱源として冷房の放熱及び空気熱を用いる。図５に冷媒，水及
び熱媒体の流れを示す。このモードは、給湯の吸熱量が冷房の放熱量より大きくなる給湯
・冷房運転にも対応可能である点で優れている。
【００５８】
　このとき、空気温度調節用冷媒回路５の膨張弁２７は全閉で冷媒は流れない。また、空
気温度調節用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気温度調節用熱媒体
回路８ｂの開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。熱媒体回路７は動作しない。
【００５９】
　空気温度調節用冷媒回路５では、圧縮機２１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、
四方弁２２を通って、中間熱交換器２３の空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａに流入する。
空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａ内を流れる高温高圧のガス冷媒は、給湯用伝熱管２３ｂ
内を流れる温度の低い冷媒により冷却される（冷媒の種類によっては、凝縮し、液化する
）。この高圧の冷媒は膨張弁２４で減圧され、低温低圧の冷媒（冷媒の種類によっては、
気液二相冷媒）となり、利用側熱交換器２８の空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａに流入す
る。空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａ内を流れる気液二相冷媒は、空気温度調節用熱媒体
伝熱管２８ｂ内を流れる温度の高い熱媒体により加熱され（冷媒の種類によっては、蒸発
し）、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、四方弁２２を通って、再び圧縮機
２１に戻る。
【００６０】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａでは、循環ポンプ３３の運転によって吐出された熱媒体
は、配管３４を通って、利用側熱交換器２８の空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂに流入
する。空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂ内を流れる熱媒体は、空気温度調節用冷媒伝熱
管２８ａ内を流れる低温の冷媒により冷却され温度低下する。温度の低下した熱媒体は、
往き配管２９，３０を通って、室内熱交換器３１において、室内空気により加熱され、温
度上昇する。このとき、室内空気を冷却することにより冷房を行う。温度の上昇した熱媒
体は、戻り配管３２を通って、再び循環ポンプ３３に戻る。
【００６１】
　給湯用冷媒回路６では、圧縮機４１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、利用側熱
交換器４２の給湯用冷媒伝熱管４２ａに流入する。給湯用冷媒伝熱管４２ａ内を流れる高
温高圧のガス冷媒は、給湯用水伝熱管４２ｂ内を流れる水により冷却される（冷媒の種類
によっては、凝縮し、液化する）。この高圧の冷媒は膨張弁４３及び４４で減圧される。
このとき、膨張弁４３，４４は、中間熱交換器２３を流れる冷媒と空気熱交換器４５を流
れる冷媒との流量比率の調整を行う。膨張弁４３で減圧され、低温低圧となった冷媒（冷
媒の種類によっては、気液二相冷媒）は、中間熱交換器２３の給湯用冷媒伝熱管２３ｂに
おいて、空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａ内を流れる温度の高い冷媒により加熱され蒸発
し、低圧のガス冷媒となる。一方、膨張弁４４で減圧され、低温低圧となった冷媒は、空
気熱交換器４５において、ファン４６により送られてくる室外空気により加熱され（冷媒
の種類によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となる。中間熱交換器２３及び空気熱交換
器を出たガス冷媒は再び圧縮機４１に戻る。このとき、給湯の熱源として冷房の排熱及び
空気熱が使用される。
【００６２】
　給湯回路９での動作は、前述の＜１＞運転モードＮo.１－０の場合と同じである。
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【００６３】
　図６の＜４＞運転モードＮo.２－０ｂは、給湯に必要な熱源（吸熱）が冷房の放熱より
小さい場合であり、余分な冷房の放熱を空気に吸熱させる。図６に冷媒，水及び熱媒体の
流れを示す。このとき、給湯用冷媒回路６の膨張弁４４は全閉で冷媒は流れない。また、
空気温度調節用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気温度調節用熱媒
体回路８ｂの開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。熱媒体回路７は動作しない。
【００６４】
　空気温度調節用冷媒回路５では、圧縮機２１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、
四方弁２２を通って、中間熱交換器２３の空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａ及び空気熱交
換器２５に流入する。空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａに流入した高温高圧のガス冷媒は
、給湯用伝熱管２３ｂ内を流れる温度の低い冷媒により冷却される（冷媒の種類によって
は、凝縮し、液化する）。一方、空気熱交換器２５に流入した高温高圧のガス冷媒は、フ
ァン２６により送られてくる室外空気により冷却され凝縮し、液化する。中間熱交換器２
３及び空気熱交換器２５を出た高圧の冷媒はそれぞれ、膨張弁２４及び２７で減圧され、
低温低圧の冷媒（冷媒の種類によっては、気液二相冷媒）となる。このとき、膨張弁２４
，２７は中間熱交換器２３を流れる冷媒と空気熱交換器２５を流れる冷媒との流量比率の
調整を行う。低温低圧の冷媒は、利用側熱交換器２８の空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａ
に流入し、空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂ内を流れる温度の高い熱媒体により加熱さ
れ（冷媒の種類によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、
四方弁２２を通って、再び圧縮機２１に戻る。このとき、給湯の熱源として利用されない
余分な冷房の放熱を空気に吸熱させている。
【００６５】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａの動作は、前述の＜３＞運転モードＮo.２－０ａの場合
と同じである。
【００６６】
　給湯用冷媒回路６では、圧縮機４１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、利用側熱
交換器４２の給湯用冷媒伝熱管４２ａに流入する。給湯用冷媒伝熱管４２ａ内を流れる高
温高圧のガス冷媒は、給湯用水伝熱管４２ｂ内を流れる水により冷却される（冷媒の種類
によっては、凝縮し、液化する）。この高圧の冷媒は膨張弁４３で減圧され、低温低圧と
なった冷媒（冷媒の種類によっては、気液二相冷媒）は、中間熱交換器２３の給湯用冷媒
伝熱管２３ｂにおいて、空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａ内を流れる温度の高い冷媒によ
り加熱され（冷媒の種類によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となり、再び圧縮機４１
に戻る。このとき、給湯の熱源として冷房の排熱が使用される。
【００６７】
　給湯回路９での動作は、前述の＜１＞運転モードＮo.１－０の場合と同じである。
【００６８】
　また、給湯・冷房運転のモードとしては、上記以外にも、給湯用冷媒回路６を循環する
冷媒の前記中間熱交換器２３における必要熱量と前記空気温度調節用冷媒回路５を循環す
る冷媒の前記中間熱交換器２３における放熱量とが吊り合わない場合、不足する熱を前記
熱媒体回路７を循環する熱媒体との熱交換により補うものが考えられる。
【００６９】
　図７の＜５＞運転モードＮo.２－１は、給湯のための熱源（吸熱）が冷房の放熱より大
きい場合であり、給湯の熱源として冷房の放熱及び蓄熱タンク６０内の温水を用いる。こ
のモードは、給湯の吸熱量が冷房の放熱量より大きくなる給湯・冷房運転にも対応可能で
ある点で優れている。
【００７０】
　また、このモードは、＜３＞運転モードＮo.２－０ａの空気熱の代わりに温水を用いた
ものである。蓄熱タンク６０内の温水は、太陽集熱用熱媒体回路１０により太陽熱により
加熱されたものである。図７に冷媒，水及び熱媒体の流れを示す。このとき、空気温度調
節用冷媒回路５の膨張弁２７及び給湯用冷媒回路６の膨張弁４３は全閉で冷媒は流れない
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。また、空気温度調節用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気温度調
節用熱媒体回路８ｂの開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。
【００７１】
　空気温度調節用冷媒回路５及び空気温度調節用熱媒体回路８ａの動作は、前述の＜３＞
運転モードＮo.２－０ａの場合と同じである。
【００７２】
　給湯用冷媒回路６では、圧縮機４１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、利用側熱
交換器４２の給湯用冷媒伝熱管４２ａに流入する。給湯用冷媒伝熱管４２ａ内を流れる高
温高圧のガス冷媒は、給湯用水伝熱管４２ｂ内を流れる水により冷却される（冷媒の種類
によっては、凝縮し、液化する）。この高圧の冷媒は膨張弁４３で減圧され、低温低圧と
なった冷媒（冷媒の種類によっては、気液二相冷媒）は、中間熱交換器２３の給湯用冷媒
伝熱管２３ｂにおいて、空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａ内を流れる温度の高い冷媒、及
び熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる温度の高い熱媒体により加熱され（冷媒の種類によって
は、蒸発し）、低圧のガス冷媒となり、再び圧縮機４１に戻る。このとき、給湯の熱源と
して冷房の排熱及び温水が使用される。
【００７３】
　給湯回路９での動作は、前述の＜１＞運転モードＮo.１－０の場合と同じである。
【００７４】
　熱媒体回路７では、蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０において加熱された熱媒体は
、循環ポンプ７３の運転により、往き配管７１ａを通り、中間熱交換器２３の熱媒体伝熱
管２３ｃに流入する。熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる熱媒体は、給湯用冷媒伝熱管２３ｂ
内を流れる低温の冷媒により冷却され温度低下し、戻り配管７２ａを通って、再び蓄熱タ
ンク６０内の第２熱交換器７０に戻る。
【００７５】
　なお、この＜５＞運転モードＮo.２－１は、給湯用冷媒回路６の低圧側冷媒が吸熱する
モードであるため、蓄熱タンク６０内の水の温度が低圧側冷媒の温度（即ち、蒸発温度）
より高い必要がある。
【００７６】
　図８の＜６＞運転モードＮo.２－２は、給湯に必要な熱源（吸熱）が冷房の放熱より小
さい場合であり、余分な冷房の放熱を蓄熱タンク６０内の冷水に吸熱させる。このモード
は、＜４＞運転モードＮo.２－０ｂの空気に吸熱させる代わりに冷水に吸熱させたもので
ある。
【００７７】
　ここで、蓄熱タンク６０内の冷水は、後述の＜８＞運転モードＮo.３－１の給湯運転で
冷却されたものである。例えば、夜に＜８＞運転モードＮo.３－１を行って、給湯運転す
るとともに冷水を生成し、昼に＜６＞運転モードＮo.２－２の給湯・冷房運転を行う際に
この冷熱を利用することが好ましい。
【００７８】
　図８に冷媒，水及び熱媒体の流れを示す。このとき、空気温度調節用冷媒回路５の膨張
弁２７及び給湯用冷媒回路６の膨張弁４３は全閉で冷媒は流れない。また、空気温度調節
用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気温度調節用熱媒体回路８ｂの
開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。
【００７９】
　なお、この＜６＞運転モードＮo.２－２では、空気温度調節用冷媒回路５の給湯用冷媒
が放熱するため、蓄熱タンク６０内の水の温度が給湯用冷媒の温度（凝縮温度）より低い
必要がある。
【００８０】
　空気温度調節用冷媒回路５では、圧縮機２１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、
四方弁２２を通って、中間熱交換器２３の空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａに流入する。
空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａ内を流れる高温高圧のガス冷媒は、給湯用伝熱管２３ｂ
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内を流れる温度の低い冷媒、及び熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる温度の低い熱媒体により
により冷却される（冷媒の種類によっては、凝縮し、液化する）。この高圧の冷媒は膨張
弁２４で減圧され、低温低圧の冷媒（冷媒の種類によっては、気液二相冷媒）となり、利
用側熱交換器２８の空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａに流入する。空気温度調節用冷媒伝
熱管２８ａ内を流れる冷媒は、空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂ内を流れる温度の高い
熱媒体により加熱され（冷媒の種類によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となる。この
低圧のガス冷媒は、四方弁２２を通って、再び圧縮機２１に戻る。このとき、給湯の熱源
として利用されない余分な冷房の放熱を冷水に吸熱させている。
【００８１】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａでの動作は、前述の＜１＞運転モードＮo.１－０の場合
と同じである。
【００８２】
　また、給湯用冷媒回路６及び給湯回路９の動作は、前述の＜４＞運転モードＮo.２－０
ｂの場合と同じである。
【００８３】
　熱媒体回路７では、蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０において冷却された熱媒体は
、循環ポンプ７３の運転により、往き配管７１ａを通り、中間熱交換器２３の熱媒体伝熱
管２３ｃに流入する。熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる熱媒体は、空気温度調節用冷媒伝熱
管２３ａ内を流れる高温の冷媒により加熱され温度上昇し、戻り配管７２ａを通って、再
び蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０に戻る。
【００８４】
　次に、図９の＜７＞運転モードＮo.３－０の給湯運転について説明する。このモードは
、給湯の熱源として空気熱を用いる。図９に冷媒及び水の流れを示す。このとき、給湯用
冷媒回路６の膨張弁４３は全閉で冷媒は流れない。空気温度調節用冷媒回路５，空気温度
調節用熱媒体回路８ａ，８ｂ，熱媒体回路７は動作しない。
【００８５】
　給湯用冷媒回路６及び給湯回路９での動作は、前述の＜１＞運転モードＮo.１－０の場
合と同じである。
【００８６】
　次に、図１０の＜８＞運転モードＮo.３－１の給湯運転について説明する。このモード
は、前記中間熱交換器２３を前記給湯用冷媒回路６の蒸発器として機能させ、前記中間熱
交換器２３において前記給湯用冷媒回路６を循環する冷媒に対して前記熱媒体回路７を循
環する熱媒体の温熱を与えることにより、給湯運転を行うものである。
【００８７】
　具体的には、給湯運転の熱源として蓄熱タンク６０内の温水を用いる。図１０に冷媒，
水及び熱媒体の流れを示す。このとき、給湯用冷媒回路６の膨張弁４４は全閉で冷媒は流
れない。空気温度調節用冷媒回路５，空気温度調節用熱媒体回路８ａ，８ｂは動作しない
。
【００８８】
　給湯用冷媒回路６及び給湯回路９での動作は、前述の＜２＞運転モードＮo.１－１の場
合と同じである。
【００８９】
　なお、＜８＞運転モードＮo.３－１の給湯運転は、エネルギ効率を考慮すると、給湯タ
ンク５０内の沸上温度＞蓄熱タンク６０内の水温＞外気温度という関係が成立する場合に
利用されるのが好ましい。
【００９０】
　熱媒体回路７では、蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０において加熱された熱媒体は
、循環ポンプ７３の運転により、往き配管７１ａを通り、中間熱交換器２３の熱媒体伝熱
管２３ｃに流入する。熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる熱媒体は、給湯用冷媒伝熱管２３ｂ
内を流れる低温の冷媒により冷却され温度低下し、戻り配管７２ａを通って、再び蓄熱タ
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ンク６０内の第２熱交換器７０に戻る。このモードにより、蓄熱タンク６０内の水は冷却
され、冷水となる。
【００９１】
　次に、図１１の＜９＞運転モードＮo.４－０の暖房運転について説明する。このモード
は、暖房の熱源として空気熱を用いる。図１１に冷媒及び熱媒体の流れを示す。このとき
、空気温度調節用冷媒回路５の膨張弁２４は全閉で冷媒は流れない。また、空気温度調節
用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気温度調節用熱媒体回路８ｂの
開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。給湯用冷媒回路６，給湯回路９，熱媒体回路７は
動作しない。
【００９２】
　空気温度調節用冷媒回路５及び空気温度調節用熱媒体回路８ａでの動作は、前述の＜１
＞運転モードＮo.１－０の場合と同じである。
【００９３】
　次に、図１２の＜１０＞運転モードＮo.４－１の暖房運転について説明する。このモー
ドは、前記中間熱交換器２３を前記空気温度調節用冷媒回路５の蒸発器として機能させ、
前記中間熱交換器２３において前記空気温度調節用冷媒回路５を循環する冷媒に対して前
記熱媒体回路７を循環する熱媒体の温熱を与えることにより、前記空気温度調節用冷媒回
路による空気加熱運転（即ち、暖房運転）を行うものである。
【００９４】
　具体的には、暖房の熱源として蓄熱タンク６０内の温水を用いる。図１２に冷媒及び熱
媒体の流れを示す。このとき、空気温度調節用冷媒回路５の膨張弁２７は全閉で冷媒は流
れない。また、空気温度調節用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気
温度調節用熱媒体回路８ｂの開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。給湯用冷媒回路６，
給湯回路９は動作しない。
【００９５】
　空気温度調節用冷媒回路５及び空気温度調節用熱媒体回路８ａでの動作は、前述の＜２
＞運転モードＮo.１－１の場合と同じである。
【００９６】
　熱媒体回路７では、蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０において加熱された熱媒体は
、循環ポンプ７３の運転により、往き配管７１ａを通り、中間熱交換器２３の熱媒体伝熱
管２３ｃに流入する。熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる熱媒体は、空気温度調節用冷媒伝熱
管２３ａ内を流れる低温の冷媒により冷却され温度低下し、戻り配管７２ａを通って、再
び蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０に戻る。
【００９７】
　次に、図１３の＜１１＞運転モードＮo.５－０の冷房運転について説明する。このモー
ドは、冷房の放熱を空気に吸熱させる。図１３に冷媒及び熱媒体の流れを示す。このとき
、空気温度調節用冷媒回路５の膨張弁２４は全閉で冷媒は流れない。また、空気温度調節
用熱媒体回路８ａの開閉弁３５ａは開で熱媒体を流し、空気温度調節用熱媒体回路８ｂの
開閉弁３５ｂは閉で熱媒体を流さない。給湯用冷媒回路６，給湯回路９，熱媒体回路７は
動作しない。
【００９８】
　空気温度調節用冷媒回路５では、圧縮機２１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、
四方弁２２を通って、空気熱交換器２５に流入する。空気熱交換器２５に流入した高温高
圧のガス冷媒は、ファン２６により送られてくる室外空気により冷却される（冷媒の種類
によっては、凝縮し、液化する）。この高圧の冷媒は膨張弁２７で減圧され、低温低圧と
なった冷媒（冷媒の種類によっては、気液二相冷媒）は、利用側熱交換器２８の空気温度
調節用冷媒伝熱管２８ａに流入し、空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂ内を流れる温度の
高い熱媒体により加熱され（冷媒の種類によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となる。
この低圧のガス冷媒は、四方弁２２を通って、再び圧縮機２１に戻る。
【００９９】
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　空気温度調節用熱媒体回路８ａの動作は、前述の＜３＞運転モードＮo.２－０ａの場合
と同じである。
【０１００】
　次に、図１４の＜１２＞運転モードＮo.５－１の冷房運転について説明する。このモー
ドは、前記中間熱交換器２３を前記空気温度調節用冷媒回路５の凝縮器として機能させ、
前記中間熱交換器２３において空気温度調節用冷媒回路５を循環する冷媒に対して前記熱
媒体回路７を循環する熱媒体の冷熱を与えることにより、前記空気温度調節用冷媒回路５
による空気冷却運転（即ち、冷房運転）を行うものである。
【０１０１】
　具体的には、冷房の放熱を蓄熱タンク６０内の冷水に吸熱させる。ここで、蓄熱タンク
６０内の冷水は、前述の＜８＞運転モードＮo.３－１の給湯運転で、冷却されたものであ
る。給湯運転で生成した冷熱を、時間をシフトして冷房運転時の冷熱源として使用するも
のである。即ち、例えば、夜に＜８＞運転モードＮo.３－１を行って、給湯するとともに
冷水を生成し、昼に＜１２＞運転モードＮo.５－１の冷房運転を行う際にこの冷熱を利用
することが好ましい。
【０１０２】
　図１４に冷媒及び熱媒体の流れを示す。このとき、空気温度調節用冷媒回路５の膨張弁
２７は全閉で冷媒は流れない。給湯用冷媒回路６，給湯回路９は動作しない。
【０１０３】
　空気温度調節用冷媒回路５では、圧縮機２１で圧縮され高温高圧となったガス冷媒は、
四方弁２２を通って、中間熱交換器２３の空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａに流入する。
空気温度調節用冷媒伝熱管２３ａ内を流れる高温高圧のガス冷媒は、熱媒体伝熱管２３ｃ
内を流れる温度の低い熱媒体により冷却される（冷媒の種類によっては、凝縮し、液化す
る）。この高圧の冷媒は膨張弁２４で減圧され、低温低圧となった冷媒（冷媒の種類によ
っては、気液二相冷媒）は、利用側熱交換器２８の空気温度調節用冷媒伝熱管２８ａに流
入し、空気温度調節用熱媒体伝熱管２８ｂ内を流れる温度の高い熱媒体により加熱され（
冷媒の種類によっては、蒸発し）、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、四方
弁２２を通って、再び圧縮機２１に戻る。
【０１０４】
　空気温度調節用熱媒体回路８ａの動作は、前述の＜３＞運転モードＮo.２－０ａの場合
と同じである。
【０１０５】
　熱媒体回路７では、蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０において冷却された熱媒体は
、循環ポンプ７３の運転により、往き配管７１ａを通り、中間熱交換器２３の熱媒体伝熱
管２３ｃに流入する。熱媒体伝熱管２３ｃ内を流れる熱媒体は、空気温度調節用冷媒伝熱
管２３ａ内を流れる高温の冷媒により加熱され温度上昇し、戻り配管７２ａを通って、再
び蓄熱タンク６０内の第２熱交換器７０に戻る。
【０１０６】
　以上、説明したように、上記構成によれば、熱媒体回路が空気温度調節用冷媒回路及び
給湯用冷媒回路を循環する冷媒の熱（温熱又は冷熱）を蓄熱することができるため、各回
路を同時に運転する場合だけでなく、異なる時間に運転する場合においても空気温度調節
用冷媒回路及び給湯用冷媒回路の排熱を有効に利用することができるため、高いエネルギ
効率を得ることができる。
【０１０７】
　また、給湯及び空調の熱源として、太陽熱集熱器で得られた温熱を利用することができ
るため、高いエネルギ効率を得ることが可能である。計算で見積もると、年間で消費電力
量を約４割削減できる。
【０１０８】
　また、給湯だけ運転する場合、空気温度調節用冷媒回路は運転せず、給湯用冷媒回路だ
け運転すればよいので、無駄なエネルギ消費を削減することができる。



(16) JP 5380226 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

【０１０９】
　また、給湯・冷房運転時、給湯の吸熱量が冷房の放熱量より大きい場合も、給湯用冷媒
回路の空気熱交換器で空気熱を利用できるため、給湯の吸熱と冷房の放熱量の大小に関わ
らず運転が可能である。
【０１１０】
　また、中間熱交換器は、空気温度調節用冷媒伝熱管と、給湯用冷媒伝熱管と、熱媒体伝
熱管とがお互いに接触するように一体に構成されている三流体熱交換器であるため、給湯
用冷媒伝熱管と給湯用冷媒伝熱管との二流体熱交換器と、給湯用冷媒伝熱管と熱媒体伝熱
管との二流体熱交換器と、空気温度調節用冷媒伝熱管と熱媒体伝熱管との二流体熱交換器
とを備えた場合より、熱交換器の数が少なくでき、コスト及び機器容積を小さくできる。
【０１１１】
　また、冷媒回路の排温冷熱及び太陽熱等の温冷熱源を有効に利用できる運転モードを複
数備えることにより、高いエネルギ効率を得ることができる。
【０１１２】
　次に、前記給湯・冷房運転のモードにおける制御について説明する。このモードにおい
ては、前記空気温度調節用冷媒回路５による空気冷却運転及び前記給湯用冷媒回路６によ
る給湯運転を行う際に、空気温度調節用冷媒回路５の空気冷却能力及び蒸発温度と、給湯
用冷媒回路６の給湯能力及び凝縮温度とに基づいて設定される給湯用冷媒回路６の蒸発温
度目標値又は空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度目標値となるように、前記空気温度調
節用冷媒回路及び給湯用冷媒回路を制御する。
【０１１３】
　このとき、給湯用冷媒回路６の蒸発温度目標値又は空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温
度目標値を、前記空気温度調節用冷媒回路５による空気冷却運転及び前記給湯用冷媒回路
６による給湯運転の効率が最高となるように設定する。
【０１１４】
　また、このモードでは、空気冷却能力に対する給湯能力の比率が大きいほど、給湯用冷
媒回路６の蒸発温度目標値又は空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度目標値を高く設定す
る。
【０１１５】
　この具体例としては、熱媒体を利用する＜５＞運転モードＮo.２－１及び＜６＞運転モ
ードＮo.２－２がある。
【０１１６】
　具体的には、このモードでは、前記空気温度調節用冷媒回路５による空気冷却運転及び
前記給湯用冷媒回路６による給湯運転を行う際に、空気温度調節用冷媒回路５の空気冷却
能力及び蒸発温度と、給湯用冷媒回路６の給湯能力及び凝縮温度とに基づいて設定される
給湯用冷媒回路６の蒸発温度目標値又は空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度目標値とな
るように、前記空気温度調節用冷媒回路５，給湯用冷媒回路６及び熱媒体回路７を制御す
る。
【０１１７】
　以下、詳細に説明する。図７の＜５＞運転モードＮo.２－１の貯湯・冷房運転時の給湯
用冷媒回路６の蒸発温度制御について図７，図１５～図１８を用いて説明する。この運転
モードは、貯湯のための熱源（吸熱）が冷房の放熱より大きい場合で、貯湯の熱源として
冷房の放熱及び蓄熱タンク６０内の温水を用いる。
【０１１８】
　制御装置２０は、空気温度調節用冷媒回路５の利用側熱交換器２８の熱媒体出口の温度
センサ３８の温度が所定の目標値となるように圧縮機２１の回転速度制御を行う。この熱
媒体出口温度の目標値は、空調を行う室内の冷房負荷を基に設定される。この時、熱媒体
出口の温度センサ３８の温度が目標値より高い場合は能力が足りていないため圧縮機回転
速度を増加させ、目標値より低い場合は能力が過剰であるため圧縮機回転速度を減少させ
、目標値と同じ場合はその圧縮機回転速度を維持する。また、制御装置２０は、給湯用冷
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媒回路６の利用側熱交換器４２の水出口の温度センサ５６温度が所定の目標値となるよう
に圧縮機４１の回転速度制御を行う。この水出口温度の目標値は、一日の給湯負荷を基に
設定される。この時、水出口の温度センサ５６の温度が目標値より低い場合は能力が足り
ていないため圧縮機回転速度が増加し、目標値より高い場合は能力が過剰であるため圧縮
機回転速度が減少し、目標値と同じ場合はその圧縮機回転速度を維持する。
【０１１９】
　次に、給湯用冷媒回路６の中間熱交換器２３の給湯用冷媒伝熱管２３ｂを流れる冷媒の
蒸発温度の目標値Ｔｈ－ｅ０の設定について、図１５に示すフローチャートで説明する。
制御装置２０は、まず、ステップＳ１１において、空気温度調節用冷媒回路５の利用側熱
交換器２８の冷媒伝熱管２８ａに配置されている温度センサ３９で、空気温度調節用冷媒
回路５の蒸発温度Ｔｌ－ｅを検知し、給湯用冷媒回路６の利用側熱交換器４２の冷媒伝熱
管４２ａに配置されている温度センサ５７で、給湯用冷媒回路６の凝縮温度Ｔｈ－ｃを検
知する。次に、ステップＳ１２において、空気温度調節用冷媒回路５の利用側熱交換器２
８の空調用熱媒体伝熱管２８ｂの熱媒体入口側に配置された温度センサ３７で、熱媒体入
口温度を検知し、熱媒体出口側に配置された温度センサ３８で、熱媒体出口温度を検知し
、戻り配管３２に配置された流量センサ３６で、熱媒体流量を検知する。また、ステップ
Ｓ１３において、給湯用冷媒回路６の利用側熱交換器４２の貯湯用水伝熱管４２ｂの水入
口側に配置された温度センサ５５で、水入口温度を検知し、水出口側に配置された温度セ
ンサ５６で、水出口温度を検知し、往き配管５１に配置された流量センサ５４で、水流量
を検知する。
【０１２０】
　ステップＳ１２，ステップＳ１３で検知した温度，流量から、ステップＳ１４において
、冷房能力Ｑｌと貯湯能力Ｑｈを算出する。冷房能力Ｑｌは、予め記憶されている熱媒体
比熱と熱媒体密度と、検知された熱媒体流量と熱媒体の入口出口温度の差との積で算出さ
れる。また、貯湯能力Ｑｈは、予め記憶されている水比熱と水密度と、検知された水流量
と水の入口出口温度の差との積で算出される。
【０１２１】
　次に、ステップＳ１５において、ステップＳ１１で検知した空気温度調節用冷媒回路５
の蒸発温度Ｔｌ－ｅ，給湯用冷媒回路６の凝縮温度Ｔｈ－ｃと、ステップＳ１４で算出し
た冷房能力Ｑｌ，貯湯能力Ｑｈに基づいて、給湯用冷媒回路６の中間熱交換器２３の給湯
用冷媒伝熱管２３ｂを流れる冷媒の蒸発温度の目標値Ｔｈ－ｅ０を設定する。図１５中の
Ｓ１５のｆは関数を表す。図１６，図１７を用いて具体的な関数ｆの働きを説明する。制
御装置２０は、まず、図１６に示される予め設定された表を用いて、空気温度調節用冷媒
回路５の蒸発温度Ｔｌ－ｅと給湯用冷媒回路６の凝縮温度Ｔｈ－ｃに対応して、給湯用冷
媒回路６の蒸発温度目標値Ｔｈ－ｅ０を表す、（貯湯能力Ｑｈ／（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能
力Ｑｈ））に関する一次式の傾きＡと切片Ｂを選択する。その一次式は以下で表される。
　　Ｔｈ－ｅ０＝Ａ×Ｑｈ／（Ｑｌ＋Ｑｈ）＋Ｂ　　　　　　　　　…（数１）
【０１２２】
　図１６の表は、空気温度調節用冷媒回路蒸発温度Ｔｌ－ｅと給湯用冷媒回路凝縮温度Ｔ
ｈ－ｃの各範囲ごとに、傾きＡと切片Ｂを与える。例えば、空気温度調節用冷媒回路５の
蒸発温度Ｔｌ－ｅが９℃で給湯用冷媒回路６の凝縮温度Ｔｈ－ｃが６４℃の時、傾きＡは
ａ、切片Ｂはｂとなる。この時の（貯湯能力Ｑｈ／（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能力Ｑｈ））と
給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値Ｔｈ－ｅ０との関係は、図１７のようになる。なお、（
貯湯能力Ｑｈ／（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能力Ｑｈ））と給湯用冷媒回路の蒸発温度目標値Ｔ
ｈ－ｅ０との関係は、空気温度調節用冷媒回路蒸発温度Ｔｌ－ｅと給湯用冷媒回路凝縮温
度Ｔｈ－ｃに関わらず、（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能力Ｑｈ）に対する貯湯能力Ｑｈの比率が
大きいほど、給湯用冷媒回路６の蒸発温度目標値Ｔｈ－ｅ０は高くなるように設定される
。
【０１２３】
　ここで、（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能力Ｑｈ）に対する貯湯能力Ｑｈの比率が大きいほど、
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給湯用冷媒回路６の蒸発温度目標値Ｔｈ－ｅ０が高くなるように設定される理由を以下に
説明する。
【０１２４】
　図１８は、空気温度調節用冷媒回路５の蒸発温度Ｔｌ－ｅが９℃で給湯用冷媒回路６の
凝縮温度Ｔｈ－ｃが６４℃の時、冷房能力Ｑｌが４ｋＷ、貯湯能力Ｑｈが５.５ｋＷと、
冷房能力Ｑｌが同じ４ｋＷ、貯湯能力Ｑｈが６ｋＷの運転条件について、給湯用冷媒回路
６の蒸発温度と空調給湯システム１００のエネルギ効率を示すＣＯＰ（（冷房能力＋貯湯
能力）／消費電力）との関係を計算により示したものである。図から、各運転条件におい
てＣＯＰが最高となる給湯用冷媒回路６の蒸発温度が存在することがわかる。また、その
ＣＯＰが最高となる蒸発温度は、貯湯能力Ｑｈが５.５ｋＷより大きい６ｋＷの方が、高
くなる。したがって、運転条件に対応して、給湯用冷媒回路６の蒸発温度の目標値をＣＯ
Ｐが最高となる蒸発温度に設定し、蒸発温度を制御することにより、空調給湯システム１
００のエネルギ効率を高く維持することができる。
【０１２５】
　次に、（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能力Ｑｈ）に対する貯湯能力Ｑｈの比率が大きいほど、Ｃ
ＯＰが最高となる給湯用冷媒回路６の蒸発温度が高くなる理由について説明する。
【０１２６】
　＜５＞運転モードＮo.２－１の貯湯・冷房運転時、中間熱交換器２３において、空気温
度調節用冷媒回路５の冷媒伝熱管２３ａ内の凝縮過程の冷媒と熱媒体伝熱管２３ｃ内の熱
媒体とが、給湯用冷媒回路６の冷媒伝熱管２３ｂ内の蒸発過程の冷媒と熱交換を行ってい
る。その際、給湯用冷媒回路６の蒸発温度が上がれば、空気温度調節用冷媒回路５の凝縮
温度も上昇し、給湯用冷媒回路６の蒸発温度が下がれば、空気温度調節用冷媒回路５の凝
縮温度も低下し、給湯用冷媒回路６の蒸発温度と空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度は
一緒に変化する。給湯用冷媒回路６の蒸発温度が上がれば、給湯用冷媒回路６の蒸発と凝
縮の温度差が小さくなり、冷凍サイクルの特性から圧縮機４１の消費電力が小さくなる。
一方、この時、空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度も上がるので、空気温度調節用冷媒
回路５の蒸発と凝縮の温度差が大きくなり、冷凍サイクルの特性から圧縮機２１の消費電
力が大きくなる。また、給湯用冷媒回路６の蒸発温度が下がる時は、前記の逆の動作とな
る。
【０１２７】
　ところで、空調給湯システム１００の合計の消費電力は、空気温度調節用冷媒回路５の
圧縮機２１と給湯用冷媒回路６の圧縮機４１の消費電力が大きな部分を占める。したがっ
て、空調給湯システム１００のＣＯＰを高く維持するには、これら圧縮機２１，４１の消
費電力を小さくすることが必要である。（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能力Ｑｈ）に対する貯湯能
力Ｑｈの比率が大きいということは、合計の消費電力のうち給湯用冷媒回路６の圧縮機４
１の消費電力の比率が大きいということである。したがって、（冷房能力Ｑｌ＋貯湯能力
Ｑｈ）に対する貯湯能力Ｑｈの比率が大きいほど、給湯用冷媒回路６の圧縮機４１の消費
電力が小さくなるように、給湯用冷媒回路６の蒸発温度を上げることにより、ＣＯＰを高
く維持できるわけである。
【０１２８】
　ここで、給湯用冷媒回路６の蒸発温度を上げることは、空気温度調節用冷媒回路５の凝
縮温度を上げることを意味する。また、このとき、給湯用冷媒回路６の蒸発温度が上がる
ため、圧縮機４１の消費電力は小さくなり、空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度が上が
るため圧縮機２１の消費電力は大きくなる。
【０１２９】
　また、圧縮機４１の消費電力は、相対的に圧縮機２１の消費電力より大きいため、圧縮
機２１の消費電力を増やしても圧縮機４１の消費電力を減らした方が、トータルとしての
消費電力は低減できる。従って、上記では、給湯用冷媒回路６の蒸発温度を上げることと
している。
【０１３０】
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　以上の説明により、ステップＳ１５において、空気温度調節用冷媒回路５の蒸発温度Ｔ
ｌ－ｅと、給湯用冷媒回路６の凝縮温度Ｔｈ－ｃと、冷房能力Ｑｌと、貯湯能力Ｑｈとか
ら、給湯用冷媒回路６の蒸発温度の目標値Ｔｈ－ｅ０が設定されるのがわかる。また、こ
の目標値は、ＣＯＰが最高となるように設定されている。
【０１３１】
　ステップＳ１５の後、一定時間経過（ステップＳ１６）後、また、ステップＳ１１に戻
り、これらを繰り返す。
【０１３２】
　給湯用冷媒回路６の蒸発温度は、中間熱交換器２３の熱媒体伝熱管２３ｃへ往く熱媒体
の温度を調整することにより制御を行う。中間熱交換器２３において、給湯用冷媒回路６
の冷媒伝熱管２３ｂ内を流れる蒸発過程の冷媒は、空気温度調節用冷媒回路５の冷媒伝熱
管２３ａ内を流れる凝縮過程の冷媒から吸熱する他に、熱媒体伝熱管２３内を流れる熱媒
体から吸熱する。
【０１３３】
　給湯用冷媒回路６の蒸発温度が目標値Ｔｈ－ｅ０より高い場合は、熱媒体回路７の熱媒
体往き温度の温度センサ７７の温度目標値を下げて、往き温度の温度センサ７７の温度が
目標値となるように、タンク内熱交換器７０からの熱媒体の温度を検知する温度センサ７
６の値と、中間熱交換器２３からの温度の低下した熱媒体の戻り温度を検知する温度セン
サ７８の値を基に、バイパス弁７５を開く方向に制御する。これにより、温度の低下した
戻り熱媒体の混合量を増加させることにより、往き熱媒体の温度を低下させる。一方、給
湯用冷媒回路６の蒸発温度が目標値Ｔｈ－ｅ０より低い場合は、熱媒体往き温度の温度セ
ンサ７７の温度目標値を上げて、往き温度の温度センサ７７の温度が目標値となるように
、バイパス弁７５を閉じる方向に制御する。これにより、温度の低下した戻り熱媒体の混
合量を減少させることにより、往き熱媒体の温度を上昇させる。
【０１３４】
　往き熱媒体の温度変化に伴い、中間熱交換器２３での熱収支のバランスを取るように、
給湯用冷媒回路６の蒸発温度，空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度が変化し、給湯用冷
媒回路６の蒸発温度は目標値Ｔｈ－ｅ０となる。
【０１３５】
　以上の制御により、貯湯・冷房運転時、給湯用冷媒回路６の蒸発温度をエネルギ効率が
最高となるようにしたので、空調給湯システム１００のエネルギ効率を高く維持すること
ができる。
【０１３６】
　なお、実施例では、給湯用冷媒回路６の蒸発温度を制御目標値としたが、空気温度調節
用冷媒回路５の凝縮温度を制御目標値としても同じ効果が得られる。
【０１３７】
　また、図８の＜６＞運転モードＮo.２－２の貯湯・冷房運転の場合、すなわち、貯湯の
ための熱源（吸熱）が冷房の放熱より小さく、余分な冷房の放熱を蓄熱タンク６０内の冷
水に吸熱させる場合も同様に制御することができる。すなわち、エネルギ効率が最高とな
るように予め設定されている給湯用冷媒回路６の蒸発温度又は空気温度調節用冷媒回路５
の凝縮温度の目標値となるように中間熱交換器２３への往き熱媒体の温度を調整制御する
ことにより、空調給湯システム１００のエネルギ効率を高く維持することができる。
【０１３８】
　また、給湯・冷房運転のモードにおける制御の具体例としては、空気熱を利用する＜３
＞運転モードＮo.２－０ａ及び＜４＞運転モードＮo.２－０ｂがある。
【０１３９】
　具体的には、このモードでは、空気温度調節用冷媒回路５の空気冷却能力及び蒸発温度
と、給湯用冷媒回路６の給湯能力及び凝縮温度とに基づいて設定される給湯用冷媒回路６
の蒸発温度目標値又は空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度目標値となるように、前記空
気熱交換器２５のファン２６及び空気熱交換器４５のファン４６の回転速度を制御する。
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【０１４０】
　以下、詳細に説明する。図５の＜３＞運転モードＮo.２－０ａの貯湯・冷房の場合、す
なわち、貯湯のための熱源（吸熱）が冷房の放熱より大きい場合で、貯湯の熱源として冷
房の放熱及び空気熱を用いる場合について説明する。この時、既に説明した＜５＞運転モ
ードＮo.２－１の場合において、図１５に示した給湯用冷媒回路６の中間熱交換器２３の
給湯用冷媒回路２３ｂを流れる冷媒の蒸発温度の目標値設定方法までは同じであり、その
蒸発温度の制御方法が異なる。
【０１４１】
　図５に示したように、中間熱交換器２３において、給湯用冷媒回路６の冷媒伝熱管２３
ｂ内を流れる蒸発過程の冷媒は、空気温度調節用冷媒回路５の冷媒伝熱管２３ａ内を流れ
る凝縮過程の冷媒から吸熱する他に、中間熱交換器２３と並列に配置された空気熱交換器
４５を流れる蒸発過程の冷媒は、ファン４６により送られてくる室外空気から吸熱する。
【０１４２】
　この時、ファン４６の回転速度を減少させると、空気熱交換器４５において空気側の熱
伝達率が低下し、空気温度と冷媒温度との温度差が大きくなるため、空気熱交換器４５を
流れる冷媒の蒸発温度は低下し、空気熱交換器４５と並列に流れる中間熱交換器２３の冷
媒伝熱管２３ｂ内を流れる冷媒の蒸発温度も低下する。一方、ファン４６の回転速度を増
加させると、空気熱交換器４５において空気側の熱伝達率が向上し、空気温度と冷媒温度
との温度差が小さくなるため、空気熱交換器４５を流れる冷媒の蒸発温度は上昇し、空気
熱交換器４５と並列に流れる中間熱交換器２３の冷媒伝熱管２３ｂ内を流れる冷媒の蒸発
温度も上昇する。この関係を利用して、給湯用冷媒回路６の蒸発温度が目標値Ｔｈ－ｅ０
より高い場合は、ファン４６の回転速度を減少させ、給湯用冷媒回路６の蒸発温度が目標
値Ｔｈ－ｅ０より低い場合は、ファン４６の回転速度を増加させる。これにより、給湯用
冷媒回路６の蒸発温度は目標値Ｔｈ－ｅ０となる。
【０１４３】
　以上の制御により、貯湯・冷房運転時、給湯用冷媒回路６の蒸発温度をエネルギ効率が
最高となるようにしたので、空調給湯システム１００のエネルギ効率を高く維持すること
ができる。
【０１４４】
　なお、実施例では、給湯用冷媒回路６の蒸発温度を制御目標値としたが、空気温度調節
用冷媒回路５の凝縮温度を制御目標値としても同じ効果が得られる。
【０１４５】
　また、図６の＜４＞運転モードＮo.２－０ｂの貯湯・冷房運転の場合、すなわち、貯湯
のための熱源（吸熱）が冷房の放熱より小さく、余分な冷房の放熱を空気に吸熱させる場
合も同様に制御することができる。
【０１４６】
　図６に示したように、中間熱交換器２３において、空気温度調節用冷媒回路５の冷媒伝
熱管２３ａ内を流れる凝縮過程の冷媒は、給湯用冷媒回路６の冷媒伝熱管２３ｂ内を流れ
る蒸発過程の冷媒へ放熱する他に、中間熱交換器２３と並列に配置された空気熱交換器２
５を流れる凝縮過程の冷媒は、ファン４６により送られてくる室外空気へ放熱する。
【０１４７】
　この時、ファン２６の回転速度を減少させると、空気熱交換器２５において空気側の熱
伝達率が低下し、空気温度と冷媒温度との温度差が大きくなるため、空気熱交換器４５を
流れる冷媒の凝縮温度は上昇し、空気熱交換器２５と並列に流れる中間熱交換器２３の冷
媒伝熱管２３ａ内を流れる冷媒の凝縮温度も上昇する。一方、ファン２６の回転速度を増
加させると、空気熱交換器２５において空気側の熱伝達率が向上し、空気温度と冷媒温度
との温度差が小さくなるため、空気熱交換器２５を流れる冷媒の凝縮温度は低下し、空気
熱交換器２５と並列に流れる中間熱交換器２３の冷媒伝熱管２３ａ内を流れる冷媒の凝縮
温度も低下する。この関係を利用することにより、空気温度調節用冷媒回路５の凝縮温度
と関連する給湯用冷媒回路６の蒸発温度が目標値Ｔｈ－ｅ０となるように制御することが
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できる。
【０１４８】
　以上説明したように、貯湯・冷房運転時、給湯用冷媒回路６の蒸発温度をエネルギ効率
が最高となるようにしたので、空調給湯システム１００のエネルギ効率を高く維持するこ
とができる。
【０１４９】
　なお、本発明に係る空調給湯システム及びヒートポンプユニットは、上記実施形態の構
成に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変更が可能である
。
【０１５０】
　例えば、上記実施例では、冷房能力と貯湯能力の算出に流量センサが検知した流量を用
いたが、例えば、ポンプ流量の回転速度から流量を推定して算出してもよい。この場合、
流量センサが不要となるため、コストを低減できる。
【０１５１】
　また、上記実施例では、熱媒体回路を太陽熱集熱器と接続された蓄熱タンクと接続した
が、例えば、温冷熱源となる地中や地下水と接続しても良い。
【０１５２】
　また、上記実施例では、熱媒体回路７は、蓄熱タンク６０内の水からの採熱又は水への
放熱を行うタンク内第２熱交換器７０を備え、蓄熱タンク６０内の水に温熱及び冷熱の蓄
熱を行うものとして説明したが、これに限定されるものではなく、蓄熱タンクに熱媒体を
貯留するものであってもよい。太陽熱集熱用熱媒体回路に関しても、蓄熱タンクの水に温
熱の蓄熱を行うものに限定されるものではなく、蓄熱タンクに熱媒体を貯留するものであ
ってもよい。
【０１５３】
　また、上記実施例では、蓄熱タンクが一つ設けられ、温熱及び冷熱のいずれか一方を蓄
熱できる構成となっているが、これに限定されるものではなく、温熱を蓄熱するもの及び
冷熱を蓄熱するものとして、複数の蓄熱タンクが設けられるものであってもよい。
【０１５４】
　また、熱媒体回路と太陽熱集熱用熱媒体回路とを接続して循環経路が構成されるもので
あってもよい。これは、温熱の蓄熱を行うものである場合に、特に好適である。
【０１５５】
　また、空気温度調節用冷媒回路は、空気の温度を調節するものであれば、冷房や暖房と
いった空調用のものに限定されない。例えば、空気冷却運転としては、冷蔵庫や冷凍庫の
庫内空間を冷却する運転が考えられ、空気加熱運転としては、浴室乾燥等の運転が考えら
れる。
【０１５６】
　また、上記実施例では、空気温度調節用熱媒体回路を用いて空気温度調節用冷媒回路で
得られた熱を間接的に伝達することにより、空気温度調節を行うものであったが、これに
限定されるものではなく、空気温度調節用冷媒回路の利用側熱交換器を用いて直接的に空
気温度調節を行うものであっても良い。
【０１５７】
　また、上記実施例では、給湯用冷媒回路６は、給湯に用いられる温水を生成するもので
あれば、水を直接的に加熱するものであってもよく、別の熱媒体を用いて水を間接的に加
熱するものであってもよい。
【０１５８】
　また、本発明に係る空調給湯システム及びヒートポンプユニットは、図２に示される全
ての運転モードを備えるものでなくても良い。
【０１５９】
　また、上記実施例では、＜３＞運転モードＮo.２－０ａや＜５＞運転モードＮo.２－１
では、給湯のための熱が冷房時の放熱で不足する熱を空気熱や熱媒体等の外部の熱によっ
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媒回路の冷媒循環量を調節し、冷房時の放熱のみで給湯を行うものであっても良い。
【０１６０】
　また、上記実施例では、＜４＞運転モードＮo.２－０ｂや＜６＞運転モードＮo.２－２
では、冷房の放熱のうち給湯に必要な熱を超えた分を空気熱として外部に捨てたり熱媒体
に吸熱させるものであるが、これに限定されるものではなく、冷房時の放熱量に合せて給
湯用冷媒回路の冷媒循環量を調節し、冷房時の放熱を全て給湯に用いるものであっても良
い。
【０１６１】
　また、上記実施例では、給湯回路９は、給湯用冷媒回路６によって給湯運転を行い、水
を加熱して温水とするものであったが、これに限定されるものではなく、給湯のための熱
媒体を加熱するものであってもよい。この場合には、例えば、給湯タンクには加熱された
高温の熱媒体が貯留され、この高温の熱媒体を用いて水を間接的に加熱することにより、
出湯を行う構造が考えられる。
【符号の説明】
【０１６２】
１　ヒートポンプユニット
２　室内ユニット
３　給湯・蓄熱タンクユニット
４　太陽熱集熱器
５　空気温度調節用冷媒回路
６　給湯用冷媒回路
７　熱媒体回路
８ａ，８ｂ　空気温度調節用熱媒体回路
９　給湯回路
１０　太陽集熱用熱媒体回路
１１　出湯経路
２１，４１　圧縮機
２３　中間熱交換器
２５，４５　空気熱交換器
２８，４２　利用側熱交換器
５０　給湯タンク
６０　蓄熱タンク
１００　空調給湯システム
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