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(57)【要約】
【課題】給湯装置において、簡単な構成により、体感温
度に不満を持つことのない湯温のもとで出湯可能として
効果的に省エネルギ化を可能とする。
【解決手段】給湯装置１は、湯の温度を変動制御して出
湯する制御装置４を備え、制御装置４は、設定温度Ｔ０
から温度を下げながら出湯し、湯の温度を所定の下限温
度Ｔ１まで下げる第１ステップと、その後、設定温度Ｔ
０まで上げながら出湯する第２ステップとを繰り返すよ
うに湯温制御を行う。このとき、湯の温度を上げる速度
が、下げる速度よりも速くされる。使用者は、このよう
なゆらぎ温度制御による出湯においては、下限温度Ｔ１
まで徐々に温度を下げても温度下降を感じることがなく
、冷たいと感じる前に温度を急に上げることにより、上
げる時のみ温度上昇を感じることができ、設定温度Ｔ０
より低い平均温度の出湯に対して不満を持つことがない
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出湯温度を指示設定する温度指示装置と、出湯温度を検出する温度センサと、前記温度
指示装置による設定温度と前記温度センサの検出信号とに基づいて出湯温度を制御する制
御装置と、を備えた給湯装置において、
　前記制御装置は、出湯開始時点では前記設定温度になるように出湯温度を制御し、その
後の第１の所定時間内は前記設定温度よりも低い所定の出湯温度になるまで徐々に出湯温
度を下降させるように制御する第１ステップと、
　前記所定の出湯温度に達した時点から第２の所定時間内は前記設定温度になるまで徐々
に出湯温度を上昇させるように制御する第２ステップと、を順に繰り返し制御し、
　前記第２ステップにおける出湯温度を上昇させる速度を、前記第１ステップにおける出
湯温度を下降させる速度よりも速くすることを特徴とする給湯装置。
【請求項２】
　前記出湯温度を下降させる速度が０．４℃／分以下であり、上昇させる速度が６℃／分
以上であ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】
　前記設定温度と前記所定の出湯温度との温度差が、２℃以下であることを特徴とする請
求項１または請求項２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、ゆらぎ温度制御を行って出湯する給湯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギと地球環境に配慮した給湯装置として、ヒートポンプを用いて空気の
熱を利用してお湯を沸かす装置が種々提案されている。このような装置のエネルギ効率は
、電力で直接湯を沸かす場合よりも向上することができるが、さらに省エネルギ化を図る
ことが望まれている。
【０００３】
　ところで、お湯の利用に関し、例えば、シャワーを使う場合に、湯温を意図的に変動さ
せるゆらぎ効果によって、シャワーによるマッサージ効果を与えるものが知られている（
例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　同様に、温水暖房装置において、湯温を意図的に変動させるゆらぎ効果によって、体感
的な暖房感を向上させて快適な暖房環境を提供するものが知られている（例えば、特許文
献２参照）。
【０００５】
　なお、人の温度感覚には、他の視覚や聴覚などの感覚と同様に、順応の現象が見られる
。順応は、同じ刺激が長時間持続すると、その刺激に対する感受性が次第に減少する現象
であり、感覚の順応に伴って刺激閾が次第に上昇し、感覚の大きさは減少する。例えば、
４５℃のお湯に入るとはじめは熱いと感じるけれども、そのうち感じなくなる（順応）。
また、感覚の順応によって、錯誤が発生する。例えば、高温と低温のお湯に片手ずつつけ
て順応した後、両手を中間の温度のお湯につけると、片手が温かく、片手は冷たいと感じ
る（例えば、非特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平５－１１８６５２号公報
【特許文献２】特開平１０－２３８７９２号公報
【非特許文献１】ロバート・エフ・シュミット著　「感覚生理学（第２版）」金芳堂出版
、１９９２年、５５～５９ページ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１に示されるようなゆらぎ効果を応用するシャワーに
おいては、短時間でマッサージ効果が得られれば省エネルギ化を図ることができると考え
られるものの、シャワーにおける快適性の追求に主眼が置かれているので、それほど省エ
ネルギー効果が上がるとは考えられない。また、上述した特許文献２に示されるような温
水暖房は、快適さの向上に主眼が置かれている点において、同様に省エネルギー効果が上
がるとは考えられない。
【０００７】
　そこで、お湯の利用面から考えると、お湯による手洗いや洗顔、手作業による種々の洗
浄作業などにおいては、お湯によって暖めるという意識よりも洗うという意識が主であり
、このような観点に基づくことによって、より効果的に省エネルギ化を図ることができる
と考えられる。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解消するものであって、簡単な構成により、体感温度に不満を持
つことのない湯の温度のもとで湯を供給でき、効果的に省エネルギ化を図ることができる
給湯装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を達成するために、請求項１の発明は、出湯温度を指示設定する温度指示装置
と、出湯温度を検出する温度センサと、前記温度指示装置による設定温度と前記温度セン
サの検出信号とに基づいて出湯温度を制御する制御装置と、を備えた給湯装置において、
前記制御装置は、出湯開始時点では前記設定温度になるように出湯温度を制御し、その後
の第１の所定時間内は前記設定温度よりも低い所定の出湯温度になるまで徐々に出湯温度
を下降させるように制御する第１ステップと、前記所定の出湯温度に達した時点から第２
の所定時間内は前記設定温度になるまで徐々に出湯温度を上昇させるように制御する第２
ステップと、を順に繰り返し制御し、前記第２ステップにおける出湯温度を上昇させる速
度を、前記第１ステップにおける出湯温度を下降させる速度よりも速くするものである。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の給湯装置において、前記出湯温度を下降させる速
度が０．４℃／分以下であり、上昇させる速度が６℃／分以上のものである。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載の給湯装置において、前記設定温度
と前記所定の出湯温度との温度差が、２℃以下のものである。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、出湯温度を上昇させる速度を出湯温度を下降させる速度より
も速くするので、湯の温度低下を知覚されることなく温度を所定値まで下げることができ
、また、温度低下時よりも速い温度の上昇によって効果的に温度上昇を体感させることが
でき、全体として湯の温度に対する体感温度に不満を持つことのない温度のもとで人肌に
対して湯を供給できる。このことから、湯の温度を体感温度よりも低く下げることができ
、使用中における温度の高い状態である設定温度の状態を短くできるので、省エネルギを
実現できる。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、出湯温度を下降させる速度を０．４℃／分以下として人肌に
おける冷覚閾を広げ、出湯温度を上昇させる速度を６℃／分以上として人肌における温覚
閾を狭めるので、温度低下を知覚されることなく温度を下げることができ、また、効果的
に温度上昇を体感させることができる。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、快適な温度範囲で出湯して、省エネルギを実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】



(4) JP 2009-229007 A 2009.10.8

10

20

30

40

50

【００１５】
　以下、本発明の一実施形態に係る給湯装置について、図面を参照して説明する。図１は
給湯装置についてのブロック構成を示し、図２は同給湯装置による出湯温度の時間変化グ
ラフを示し、図３は同給湯装置による出湯のフローチャートを示す。
【００１６】
　給湯装置１は、図１に示すように、出湯温度を指示設定する温度指示装置２と、出湯温
度を検出する温度センサ３と、温度指示装置２による設定温度Ｔ０と温度センサ３の検出
信号とに基づいて出湯温度Ｔを制御する制御装置４と、を備えている。制御装置４は、設
定温度Ｔ０から温度を下げながら出湯（給湯と同義）して、湯の温度を所定値（下限温度
Ｔ１とする）まで下げるステップと、その後、設定温度Ｔ０まで上げながら出湯するステ
ップとを繰り返す温度制御、すなわちゆらぎ温度制御を行う。この温度制御は、湯の温度
を上げる速度を下げる速度よりも速くして行われる。給湯装置１は、このゆらぎ温度制御
のもとで出湯することにより、省エネルギ化を実現する。以下、詳細に説明する。
【００１７】
　給湯装置１は、水と高温湯とを貯留する貯湯タンク５と、貯湯タンク５の水を高温湯に
して貯湯タンク５に戻す加熱源６と、中低温用出湯口１１と、高温用出湯口１２と、中低
温用出湯口１１から出湯する湯の温度を変動制御するための、上述の温度指示装置２と、
温度センサ３と、制御装置４と、を備えている。
【００１８】
　温度指示装置２は、例えば、周知の、デジタル式の設定温度入力装置や、ダイヤル式や
レバー式の温度設定装置を用いて、これらの装置から使用者が設定した指示値である設定
温度Ｔ０を取り込む。温度センサ３は中低温用出湯口１１から出湯される湯の温度（出湯
温度Ｔ）を検出する。
【００１９】
　貯湯タンク５は、密閉式であって、下層の水と上層の高温湯とが混じり合わないように
、これらを貯留している。下層の水は、水道設備などの外部の水供給源に接続された配管
１０から、バルブＶ１、および貯湯タンク５の下部に設けられた水供給口ａを介して、貯
湯タンク５の低部に供給される。バルブＶ２は、貯湯タンク５やこれに接続された配管か
ら水抜きを行うためのバルブである。なお、バルブＶ１の他に減圧弁（不図示）などが適
宜備えられる。
【００２０】
　加熱源６は、貯湯タンク５の下部に設けられた水取出し口ｂを介して、貯湯タンク５に
貯留された水を取り出し、これを加熱して高温湯とし、その高温湯を貯湯タンク５の上部
に設けられた高温湯戻し口ｃを介して、貯湯タンク５内の上部に戻す。加熱源６は、例え
ば、自然冷媒である二酸化炭素（ＣＯ２）を用いるヒートポンプ式の加熱源とすることが
できる。このようなヒートポンプは、自然冷媒を用いるので自然に優しく、また、空気の
熱を利用して高効率で水を高温湯とすることができる。
【００２１】
　上述の高温湯は、貯湯タンク５の上部に設けられた高温湯取出し口ｄを介して、高温用
出湯口１２から出湯される。
【００２２】
　制御装置４は、高温湯取出し口ｄを介して取り出される高温湯と、水供給口ａに接続さ
れている配管の分岐部ｅで分岐した配管からの水とを混合することにより、高温湯の温度
を下げると共に、設定温度Ｔ０に応じて所定の温度範囲内で出湯温度Ｔを変動制御（ゆら
ぎ温度制御）しつつ、中低温用出湯口１１から出湯する。
【００２３】
　制御装置４は、上述のゆらぎ温度制御を行うために、出湯温度Ｔの変化を監視しつつ、
高温湯と水との混合比を変化させて出湯温度Ｔを制御する。出湯温度Ｔは、設定温度Ｔ０
はもとより、高温湯の温度、水の温度、および、中低温用出湯口１１から出湯する湯量な
どの因子によって変動する。制御装置４は、これらの変動条件に応じて、時々刻々、混合
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比を調整する必要がある。そこで、制御装置４は、温度制御に必要なこれらの条件を取り
込み可能とされ、また、ＣＰＵやメモリなどを備えた構成とされ、これらの条件に基づく
制御処理を行う。
【００２４】
　次に、給湯装置１の動作を説明する。給湯装置１から出湯される湯が中低温用出湯口１
１から供給される際に、その出湯温度Ｔは、図２に示すように、鋸歯波状の変化をする。
【００２５】
　制御装置４は、出湯開始時点では設定温度Ｔ０になるように出湯温度Ｔを制御し、その
後の第１の所定時間ｔ１内は設定温度Ｔ０よりも低い所定の出湯温度（下限温度Ｔ１とす
る）になるまで徐々に出湯温度を下降させるように制御する第１ステップと、下限温度Ｔ
１に達した時点から第２の所定時間ｔ２内は設定温度Ｔ０になるまで徐々に出湯温度Ｔを
上昇させるように制御する第２ステップと、を順に繰り返し制御する。
【００２６】
　制御装置４は、第２ステップにおける出湯温度を上昇させる温度上昇速度ΔＴｕ（℃／
分）を、第１ステップにおける出湯温度を下降させる温度下降速度ΔＴｄ（℃／分）より
も速く、すなわち、ΔＴｄ＜ΔＴｕとして温度制御を行う。
【００２７】
　具体的な例を示すと、例えば、設定温度Ｔ０がＴ０＝３３．５℃、温度下降速度ΔＴｄ
がΔＴｄ＝０．４（℃／分）、温度上昇速度ΔＴｕがΔＴｕ＝６（℃／分）、下限温度Ｔ
１がＴ１＝３１．５℃である。この場合、温度下降時間である第１の所定時間ｔ１がｔ１
＝５分、温度上昇時間である第２の所定時間ｔ２がｔ２＝０．３３分である。
【００２８】
　上述の具体例における湯の使用者は、設定温度Ｔ０＝３３．５℃に対して、（１）３１
．５℃まで徐々に温度を下げていっても温度下降を感じることがなく、冷たいと感じる前
に温度を急に上げられることにより、（２）上げる時のみ温度上昇を感じるので温度範囲
３１．５℃～３３．５℃の間は温かく感じることになり、（３）使用者は、出湯中に冷た
く感じることなく、このような出湯に対して満足を得るものとなる。つまり、使用者は、
３３．５℃の状態がほんの短時間であって、３０℃を切る時間が殆どであるにもかかわら
ず温かさだけを感じることができる。
【００２９】
　出湯温度Ｔを設定温度Ｔ０と下限温度Ｔ１の平均値で置き換えて考えると、設定温度Ｔ
０よりも低い出湯温度３２．５℃において出湯されることになるので、このような温度低
下による分が省エネルギ効果となる。これは、人肌における温度感覚の錯覚に基づくもの
である（これに関連する温覚と冷覚について後述する）。
【００３０】
　次に、給湯装置１の動作を、図３のフローチャートにより説明する。設定温度Ｔ０が使
用者によって入力（設定）されると、制御装置４は、出湯開始時点における初期設定とし
て、まず設定温度Ｔ０になるように出湯温度Ｔを制御する（Ｓ１）。次に、制御装置４は
、温度下降速度ΔＴｄ（℃／分）で出湯温度Ｔを下げながら出湯する（Ｓ２）。次のステ
ップＳ３では、出湯停止かどうか確認され、出湯停止なら処理を終了し（Ｓ３でＹｅｓ）
、出湯停止でないなら湯温（出湯温度Ｔ）が下限温度Ｔ１まで下がったかどうかが確認さ
れる（Ｓ４）。
【００３１】
　出湯温度Ｔが下限温度Ｔ１まで下がっていない場合には（Ｓ４でＮｏ）、ステップＳ２
からの処理が繰り返される。この一連のステップＳ２，Ｓ３，Ｓ４が、設定温度Ｔ０より
も低い所定の下限温度Ｔ１になるまで徐々に出湯温度を下降させるように制御する第１ス
テップを構成する。
【００３２】
　出湯温度Ｔが下限温度Ｔ１に達した場合に（Ｓ４でＹｅｓ）、制御装置４は温度上昇速
度ΔＴｕ（℃／分）、但しΔＴｄ＜ΔＴｕのもとで、出湯温度Ｔを上げながら出湯する（
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Ｓ５）。次のステップＳ６では、出湯停止かどうか確認され、出湯停止なら処理を終了し
（Ｓ６でＹｅｓ）、出湯停止でないなら出湯温度Ｔが設定温度Ｔ０まで上がったかどうか
が確認される（Ｓ７）。
【００３３】
　出湯温度Ｔが設定温度Ｔ０に上がってない場合には（Ｓ７でＮｏ）、ステップＳ２から
の処理が繰り返される。この一連のステップＳ５，Ｓ６，Ｓ７が、所定の下限温度Ｔ１に
達した時点から設定温度Ｔ０になるまで徐々に出湯温度Ｔを上昇させるように制御する第
２ステップを構成する。
【００３４】
　出湯温度Ｔが設定温度Ｔ０に達した場合に（Ｓ７でＹｅｓ）、制御装置４は、再度、上
述のステップＳ２から、第１ステップと第２ステップの処理を繰り返す。
【００３５】
　上述のように、本発明の給湯装置１によれば、湯の温度を上げる速度を下げる速度より
も速くするので、使用者が湯の温度低下を知覚することなく温度を所定値まで下げること
ができ、また、温度低下時よりも速い温度の上昇によって効果的に温度上昇を体感させる
ことができ、全体として湯の温度に対する体感温度に不満を持つことのない温度のもとで
使用者の人肌に対して湯を供給できる。従って、湯の温度を体感温度よりも低く下げるこ
とができ、さらに、温度の高い状態（設定温度Ｔ０の状態）を短くできるので、省エネル
ギを実現できる。
【００３６】
　また、本発明の給湯装置１は、上述の具体例で示した湯の温度を下げる速度（温度下降
速度ΔＴｄ）が０．４（℃／分）以下、すなわちΔＴｄ≦０．４（℃／分）とするのが好
ましく、また、上げる速度（温度上昇速度ΔＴｕ）が６（℃／分）以上、すなわちΔＴｕ
≧６（℃／分）とするのが好ましい。
【００３７】
　このような給湯装置１によれば、湯の温度を下げる速度を０．４（℃／分）以下として
人肌における冷覚閾を広げ、湯の温度を上げる速度を６（℃／分）以上として人肌におけ
る温覚閾を狭めるので、温度低下を知覚されることなく温度を下げることができ、また、
効果的に温度上昇を体感させることができる。
【００３８】
　また、本発明の給湯装置１は、設定温度Ｔ０と所定値（下限温度Ｔ１）との温度差を、
２℃以下とするのが好ましい。ただし、その温度差Ｄ＝Ｔ０－Ｔ１がゼロ、Ｄ＝０ではゆ
らぎ温度制御とはならないので、少なくとも、温度制御の誤差による変動幅以上の温度差
とすることが好ましい。給湯装置１は、このような温度差Ｄのもとで、使用者の不満のな
い快適な温度で出湯でき、省エネルギ効果を実現することができる。
【００３９】
　次に、人肌における温覚と冷覚について説明する。ゆらぎ温度制御をしながら行う人肌
への出湯（給湯）は、その人の温覚と冷覚に錯覚を生じさせる。本発明はこのような錯覚
に基づく。なお、以下の説明は、主に、非特許文献１に基づいている。
【００４０】
　一般に、人肌すなわちヒトの皮膚における温度感覚（温度受容、温度知覚）は主観的あ
るいは客観的所見に基づいて冷覚と温覚に分類される。温度感覚が起こる反応時間を測定
すると、温覚より冷覚の伝導速度が速い。また、神経を選択的に遮断して冷覚あるいは温
覚のみをなくすることもできる。温度感覚の分析は、通常、皮膚温が一定のときの静的温
度感覚と変化しているときの動的温度感覚とを区別して行われる。
【００４１】
　静的温度感覚は、例えば、上述の温度下降速度ΔＴｄを非常に遅くした場合に関係する
温度感覚といえる。水温が一定で皮膚温度が一定の場合に、例えば、温かい（３３℃）湯
に入ると最初は明らかな温覚を生じるが時間がたつとその感覚は消失し、逆に、夏の暑い
日に約２８℃のプールに入ったときに最初は冷たく感じるが時間がたつと冷覚が消失する
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。つまり、あまり冷たくも温かくもない中間の温度範囲内で加温または冷却を行った場合
に生じる温覚や冷覚（感じ方）は一時的である。このような温度範囲は無関帯（無感帯、
快感帯）と呼ばれる。
【００４２】
　無関帯においては温度感覚のほぼ完全に近い順応（すなわち、慣れ）が見られる。無関
帯以上または以下の温度において、温度感覚は皮膚温を長時間一定に保っても順応が起こ
らずに持続する持続性温覚または持続性冷覚となる。無関帯の温度範囲は皮膚領域を小さ
くすると増大し、皮膚領域を広げると縮小し、例えば、１５ｃｍ２の皮膚領域では３０～
３６℃であり、裸のヒトでは３３～３５℃であるといわれている。
【００４３】
　３６℃以上の一定皮膚温で生ずる持続性温覚は皮膚温が高いほど強く、ある温度以上に
なると温覚は熱痛覚に移行する。同様に３０℃以下の温度で生ずる持続性冷覚は皮膚温が
低いほど強く、ある温度以下で冷痛覚に移行する。なお、無関帯の温度範囲外でも、例え
ば、手を温湯（４２℃）に浸すと最初強い温覚が生ずる。この感覚は最初は急速に次いで
ゆっくりと減弱し、弱い持続静温覚になることから不完全ながら順応が起こるといえる。
【００４４】
　動的温度感覚は皮膚温が変化している際の感覚であり、皮膚の初期温度、温度の変化速
度、刺激を受ける皮膚領域の大きさ、という３因子の影響を受けるとされている。
【００４５】
　図４は、温覚および冷覚を起こす閾値と初期皮膚温度との一般的な関係を示し、予めあ
る時間順応させた初期温度Ｔｊ（横軸）から、縦軸の目盛に示された温度（ΔＴｊ）だけ
、温度変化速度６（℃／分）以上で皮膚温を変化させたときの冷覚または温覚を生じる閾
値（温覚閾α、冷覚閾β）を示す。
【００４６】
　図４によると、例えば、２８℃の低い皮膚温からの温覚閾αは大きく、冷覚閾β（絶対
値）は小さい。初期温度Ｔｊが上昇すると温覚閾αは減少し、冷覚閾βは増大する。例え
ば、初期温度Ｔｊ＝３８℃の場合、わずかの温度上昇（ΔＴｊ＜０．２℃）でさらに“温
かい”と感じるが、冷覚を起こすには皮膚温度をΔＴｊ≒０．８℃下げる必要がある。
【００４７】
　皮膚を無関帯（図４のＴｊ＝３１～３６℃）から冷却または加温すると、無関感覚から
冷覚または温覚が生ずるのに対し、例えば、皮膚をＴｊ＝２８℃から加温すると温覚閾α
に達する前に被験者は皮膚の”冷覚が減少した”と述べ、次いで“冷覚が消失した”と述
べる。逆に皮膚を高い初期温度Ｔｊから下げるとまず“温覚が減少し”次いで“消失”し
冷覚閾βに達して冷覚が生ずる。また、ある皮膚温（初期温度Ｔｊ）は刺激の条件によっ
て温覚または冷覚のどちらでも誘発しうる。例えば、初期温度Ｔｊ＝３２℃から０．５℃
加温すると温覚が生じ、Ｔｊ＝３３℃から０．５℃冷却すると明らかな冷覚が生ずる。
【００４８】
　図５は、動的温度感覚について温度変化速度と温覚閾および冷覚閾との一般的な関係を
示し、初期温度を３２℃とした例である。本例によると、温度変化速度（横軸）が６（℃
／分）以上では、温覚閾αまたは冷覚閾βは殆ど一定であるが、温度変化が緩慢になると
温覚閾αと冷覚閾βはどちらも着実に絶対値が増大することが分かる。温度変化速度が、
例えば、皮膚を３３．５℃から速度０．４（℃／分）で冷却すると、温度が４．４℃ほど
下がったとき、つまり温度変化が始まって１１分後に始めて冷覚を生ずる。なお、閾値（
α，β）は温度変化を受ける皮膚面積が狭いほど大きく、皮膚感覚の強さは刺激を受ける
面積が大きいほど強くなる。
【００４９】
　上述のように、本発明の給湯装置は、冷覚と温覚の錯覚を利用して出湯温度を抑制して
の省エネルギ効果を得るものである。このような給湯装置は、例えば、家庭におけるお湯
による手洗いや洗顔、大きな食堂における食器洗い、農産物の洗浄や手工業製品の洗浄な
どの各種の生産現場における手作業による種々の洗浄作業などにおいて、お湯によって暖
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めるという意識よりも洗うという意識が主であるので、このようなゆらぎ温度制御の観点
に基づくことによって、より効果的に省エネルギ化を図ることができる。
【００５０】
　なお、本発明は、上記構成に限られることなく種々の変形が可能である。例えば、制御
装置４は、図１に示した高温湯と水との混合制御に限らず、ヒータや加熱バーナを用いて
加温と非加温による制御で、ゆらぎ温度制御を行ってもよい。また、制御装置４によるゆ
らぎ温度制御は、必ずしも設定温度Ｔ０を上限温度とする必要はなく、設定温度Ｔ０より
高い温度と設定温度Ｔ０より低い温度との間で制御するようにしてもよく、また、設定温
度Ｔ０より低い温度とさらに低い温度との間で制御するようにしてもよい。また、このよ
うなゆらぎ温度範囲（温度差Ｄ＝Ｔ０－Ｔ１）の設定は、湯を使用する環境温度との関係
に基づいて設定すれば、省エネルギ化により効果的である。また、上述した実施形態の構
成を矛盾のない範囲で変形し、互いに組み合わせた構成とすることができ、そのような組
合せ可能な構成の実施形態は明記されていなくても当然に本発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施形態に係る給湯装置についてのブロック構成図。
【図２】同上給湯装置による出湯温度の時間変化グラフ。
【図３】同上給湯装置による出湯のフローチャート。
【図４】温覚および冷覚を起こす閾値と初期皮膚温度との関係を示すグラフ。
【図５】動的温度感覚について、温度変化速度と温覚閾および冷覚閾との一般的な関係を
示すグラフ。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　給湯装置
　２　　温度支持装置
　３　　温度センサ
　４　　制御装置
　ｔ１　　第１の所定時間
　ｔ２　　第２の所定時間
　Ｔ　　出湯温度
　Ｔ０　　設定温度
　Ｔ１　　下限温度
　ΔＴｄ　　温度上昇速度
　ΔＴｕ　　温度下降速度
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