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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】再熱のための熱源に地中熱を利用して暖房時と
冷房時でも省エネを実現する除湿再熱空調システムを提
供する。
【解決手段】蒸発器２１と凝縮器２２とが設けられたヒ
ートポンプ回路２と、ヒートポンプ回路２から冷温水を
供給される冷温水コイル３２と再熱器３３とからなると
空気調和システム１において、冷房時には、冷温水コイ
ル３２に蒸発器２１から冷やされた冷水を供給するとと
もに、地中に設けた地中熱交換器４によって冷やされた
冷水を凝縮器２２によって暖めて再熱器３３に供給し、
再熱器３３を暖めた水を地中熱交換器４に循環させ、暖
房時には、冷温水コイル３２に凝縮器２２から暖められ
た温水を供給するとともに、地中に設けた地中熱交換器
４によって暖められた温水を蒸発器２１によって冷やし
て再熱器３３に導通すること無しに蒸発器２１に循環さ
せた地中熱を利用する除湿再熱空調システム。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蒸発器と凝縮器とが設けられたヒートポンプ回路と、該ヒートポンプ回路から冷温水を
供給される冷温水コイルと再熱器とからなる空調器を備えた空気調和システムにおいて、
　冷房時には、前記冷温水コイルに前記蒸発器から冷やされた冷水を供給するとともに、
地中に設けた地中熱交換器によって冷やされた冷水を前記凝縮器によって暖めて再熱器に
供給し、再熱器を暖めた水を前記地中熱交換器に循環させ、
　暖房時には、前記冷温水コイルに前記凝縮器から暖められた温水を供給するとともに、
地中に設けた地中熱交換器によって暖められた温水を前記蒸発器によって冷やして再熱器
に導通すること無しに該蒸発器に循環させたことを特徴とする地中熱を利用する除湿再熱
空調システム。
【請求項２】
　前記再熱器の入口側と出口側の間に混合制御機能とバイパス機能とを備えた三方弁を設
けたことを特徴する請求項１に記載の地中熱を利用する除湿再熱空調システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地中熱を再熱に利用した除湿再熱空調システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、夏期冷房時に１系統の水入口温度６～７℃の低温冷水を用い冷却コイルで冷却す
るが、温度コントロールすると除湿しきれないケースが生じることがあり、逆に除湿を優
先すると給気温度が低下し室内居住者は寒さを感じるケースがある。
　そこで、冷却除湿後に適切な温度にするために、例えば、特許文献１に示すように、再
熱コイルを設ける除湿再熱を行う空調装置が開発されているが、再熱のために冷却熱源以
外に温水熱源動力や電気ヒータによる加熱動力を消費していた。
　この従来技術の構造を図１及び図２で説明すると、図１において、冷却除湿用の冷水コ
イルaとその下流に適切な温度にするための再熱コイルbを設置し、外気ＯＡを冷水コイル
aの例えば７℃程度低温冷水で湿度コントロールし、その後の再熱コイルbで例えば４６℃
前後の温水で温度コントロールして、この空調空気を給気ファンcで室内等に給気してい
た。なお、通常は、冷水コイルaの上流にはエアフィルターdが、再熱コイルbの下流給気
ファンcの上流には加湿器eが配置されている。
【０００３】
　この構成で稼働した場合の空調状態を図２の空気線図で表すと、冷却除湿には、冷水コ
イルaの低温冷水で大きな外気Ａ負荷（高い空気温度）を一度で露点温度Ｂまで下げる処
理をしている。このため、適切な温度Ｃにするために冷却熱源以外に温水熱源動力や電気
ヒータによる再熱コイルcの加熱動力を消費するという問題点があった。
　ところで、近年の社会情勢での要請は電力消費量の削減であって、環境省が中心となっ
て環境対策として行っているクールビズでは、服装を工夫して、室内設定温度を２８℃に
行うキャンペーンを行っているが、冷却方式(通常空調)の空調システムでは、湿度が高く
なり室内温度２８℃では不快となり、結局、設定温度を下げているのが実情であり、それ
を解決させるには、同じ室内温度２８℃でも湿度を下げる除湿再熱空調システムを用いる
必要があるが、この除湿再熱空調システムも上述した問題点があった。
【０００４】
　そこで、本発明者らは、特許文献２に開示されているように、冷水による除湿再熱空調
システムにおいて再熱のための熱源に、冷水コイルの還水を利用して省エネを実現した除
湿再熱を行う空調装置を提案している。
　この除湿再熱空調システムは、外気を取り入れて冷却して再熱して給気する空調システ
ムにおいて、冷却のために上流に中温冷水コイルを配置し、その下流に低温冷水コイルを
配置し、更にその下流に再熱コイルを配置し、中温冷水コイルへの供給冷水温度は外気よ
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り低く低温冷水コイルへの冷水温度より高い温度を水温として該中温冷水コイルによって
外気を予め冷却し、低温冷水コイルによって所定の目標絶対湿度にまで冷却し、中温冷水
コイルの冷却後の還り冷水を再熱コイルに供給する冷水による除湿再熱空調システムであ
る。
　しかし、この除湿再熱空調システムは、中温冷水コイルと低温冷水コイルとが必要とな
るばかりでなく、更なる省エネが望まれていた。
　なお、空調システムにおいて、熱源にとして地中熱を介在させたものは、特許文献２に
のように開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－７８３１２号公報
【特許文献２】特開２０１４－６２６５１号公報
【特許文献３】特開２００９－３６４１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたもので、湿度と温度を個別に制御できる除
湿再熱空調システムにおいて、再熱のための熱源に地中熱を利用して暖房時と冷房時でも
省エネを実現し、コイルの数も単純にすることができる除湿再熱空調システムを提供しよ
うとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明は、蒸発器と凝縮器とが設けられたヒート
ポンプ回路と、該ヒートポンプ回路から冷温水を供給される冷温水コイルと再熱器とから
なる空調器を備えた空気調和システムにおいて、
　冷房時には、前記冷温水コイルに前記蒸発器から冷やされた冷水を供給するとともに、
地中に埋設した地中熱交換器によって冷やされた冷水を前記凝縮器によって暖めて再熱器
に供給し、再熱器を暖めた水を前記地中熱交換器に循環させ、
　暖房時には、前記冷温水コイルに前記凝縮器から暖められた温水を供給するとともに、
地中に設けた地中熱交換器によって暖められ温水を前記凝縮器によって暖めて再熱器に導
通すること無しに該凝縮器に循環させたことを特徴とする地中熱を利用する除湿再熱空調
システムである。
　請求項２の発明は、前記再熱器の入口側と出口側の間に混合制御機能とバイパス機能と
を備えた三方弁を設けたことを特徴する請求項１に記載の地中熱を利用する除湿再熱空調
システムである。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１の地中熱を利用する除湿再熱空調システムの発明によれば、湿度と温度を個別
に制御できる除湿再熱空調システムにおいて、再熱のための熱源に地中熱を利用して暖房
時と冷房時でも省エネを実現し、コイルの数も単純にすることができる。特に、従来シス
テムの再熱のための再熱加熱コイルや電気ヒータの代わりに、自然エネルギーである地中
熱を利用したので、燃料を燃やして加熱する熱源や電気ヒータこれらの再熱の熱源が不要
となる。すなわち、温水熱源動力(蒸気生成燃料)もしくは加熱電力が不要となり、省エネ
効果を高めることができる。
　また、消費電力1 kWあたりの冷却・加熱能力であるＣＯＰを向上させることができる。
例えば、夏場を例にとると、一般的なヒートポンプシステムにおいて、室外機側の放熱は
外気によって行われるが、外気を利用すると30℃前後の外気で放熱しなければならない。
ここで、地中熱を利用すると15℃程度の水により放熱が可能となり、外気利用時と比較し
て放熱効率が向上する。
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　請求項２の地中熱を利用する除湿再熱空調システムの発明によれば、再熱器の入口側と
出口側の間に混合制御機能とバイパス機能を備えた三方弁を設けたので、再熱器について
、夏場等の冷房時の再熱の制御や、冬場の暖房時の再熱の稼働停止を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】従来の水コイル使用の除湿再熱空調装置の概略図、
【図２】従来の空気の状態変化を説明する空気線図、
【図３】実施例１の地中熱を利用する除湿再熱空調システムの夏場等の冷房時の構成概略
図、
【図４】実施例１の地中熱を利用する除湿再熱空調システムの冬場等の暖房時の構成概略
図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の地中熱を利用する除湿再熱空調システム及び装置を図面に沿って説明する。
【実施例】
【００１１】
　本発明の実施例の除湿再熱空調システム及び装置の概略を図３に基づいて説明すると、
除湿再熱空調システム１は、ヒートポンプ回路２が、第１熱交換器２１、第２熱交換器２
２、圧縮機２３、(電子)膨張弁２４、これらを繋ぐ配管２５と四方弁２６から構成され、
エアフィルター３１、冷温水コイル３２、再熱器３３、加湿器３４、送風機３５から構成
される空調器３は、前記ヒートポンプ回路２と地中熱交換器４とに連結されている。
【００１２】
　[冷房時の構成及び作動]
　ここで、主に夏場の冷房時の構成及び作動を説明するが、図３に示すように、ヒートポ
ンプ回路２の圧縮機２３によって圧縮された冷媒を圧縮機２３の出力口23bから、四方弁
２６を介して冷却される凝縮器を構成する第２熱交換器２２の熱源コイル221の入出力口(
夏場は入力口)221aに導入し、熱源側コイル221の入出力口(夏場は出力口)221bから電子膨
張弁２４を介し、加熱に関する蒸発器を構成する第１熱交換器２１の熱源コイル211の入
出力口(夏場は入力口)211aに導入し、熱源側コイル211の入出力口(夏場は出力口)211bか
ら四方弁２６を介して、前記圧縮機２３の入力口23aに導入するようして循環する。
　一方、除湿再熱空調システム１の空調器３は、外気ＯＡ側から、エアフィルター３１、
冷温水コイル３２、再熱器３３、加湿器３４、室内への送風機３５の順で配置されている
。
　また、本発明は地中熱を利用する除湿再熱空調システム１であるが、地表から深度が１
５０ｍまでの地中Ｇである通常１０℃から２０℃である地中熱を利用する。このため、地
中熱交換器４は、垂直設型のＵ字型配管や水平埋設型のジグザク形状配管によって構成さ
れる地中に埋設する地中熱交換配管４１が設けられている。なお、地中熱は地中でなくて
も、安定した温度であれば井水を利用してもよい。
【００１３】
　このようなヒートポンプ回路２と空調器３と地中熱交換器４とを配管と各種の制御弁で
繋ぐが、これを夏場の冷房時である図３で説明するが、冷温水コイル(夏場は冷水コイル)
３２と連結すると第１熱交換器２１との関係を説明する。
　図３に示すように、冷温水コイル３２と第１熱交換器２１とは冷暖房配管５と各種弁と
によって繋げられる。
　これを詳しく説明すれば、冷温水コイル３２の入力口３２aには開閉弁５１によって第
１熱交換器(蒸発器)２１の受熱コイル２１２の入出力口(夏場は出力口)212b及びポンプ５
６(ポンプは流路中のどこに配置もよい。)を介して連結され(白色の弁は開、黒色の弁は
閉、実線配管は開、点線配管は閉)、冷温水コイル３２の冷却された水で空気を冷房し、
冷温水コイル３２の暖まった水は出力口３２bから途中で流量を制御する流量制御二方弁
５５により、開閉弁５２を介して、第１熱交換器(蒸発器)２１の受熱コイル２１２の入出
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力口(夏場は入力口)212aに連結されされ循環する。なお、開閉弁５３、５４は冷房時には
閉められており稼働していない。
　したがって、夏場の冷房時の作動は、ヒートポンプ回路２の蒸発器を構成する第１熱交
換器２１よって、冷媒である水を１２℃程度から７℃程度に冷却し、冷温水コイル３２に
供給し、冷温水コイル３２で７℃程度の水で空気を冷房し、１２℃程度に暖まるが、再び
、ヒートポンプ回路２の蒸発器を構成する第１熱交換器２１よって冷媒である水を１２℃
程度から７℃程度に冷却するように循環する。
【００１４】
　本発明の特徴の一つは、再熱器３３に地中熱を利用することであるが、図３に示すよう
に、再熱器３３と第２熱交換器２２と地中熱交換器４とが、再熱配管６及び各種弁によっ
て繋げられる。
　これを詳しく説明すれば、再熱器３３の入力口３３aには開閉弁６１及び途中で流量を
制御する流量制御三方弁６５によって第２熱交換器(凝縮器)２２の受熱コイル２２２の入
出力口(夏場は出力口)222bに連結される(配管５と同様に白色の弁は開、黒色の弁は閉、
実線配管は開、点線配管は閉)。
　そして、再熱器３３で空気を加熱し、逆に再生器３３で冷却された水は出力口３３bか
ら排出されるともに、入出力口(夏場は出力口)222bからの温まった水の一部を流量制御三
方弁６５によって混入し多少温度を上げてから、地中熱交換器４の地中熱交換配管４１に
供給して冷却し、ポンプ６６及び開閉弁６２を介して、第２熱交換器(凝縮器)２２の受熱
コイル２２２の入出力口(夏場は入力口)222aに供給して循環する。なお、開閉弁６３、６
４は冷房時には閉められており稼働していない。
【００１５】
　したがって、夏場の冷房時の作動は、ヒートポンプ回路２の凝縮器を構成する第２熱交
換器２２よって、冷媒である水を１５℃程度から２０℃程度に加熱し、再熱器３３に供給
し、再熱器３３で２０℃程度の水で空気を加熱し、空気で冷やされたして１５℃程度に冷
やされるが、凝縮器の温まった水の一部を流量制御三方弁６５によって混入し１９℃程度
に多少温度を上げて、地中熱交換器４に供給して、１５℃程度の地中熱で冷却し、この１
５℃程度の水を、ヒートポンプ回路２の凝縮器を構成する第２熱交換器２２よって冷媒で
ある水を１５℃程度から２０℃程度に暖めてるように循環する。
　このように、地中熱を再熱器３３の加熱に利用することで、結果として、地中熱を使用
し水冷ヒートポンプ技術を用いて供給される冷水（暖房時には温水)を使用することで主
に再熱に必要な消費電力を削減し、ヒートポンプ回路２の負荷を軽減し省エネに寄与する
ことになる。
【００１６】
　また、本実施例の各配管での表示した温度は、冷房時の平均的で典型的なものを例示し
たが、勿論、表示した温度はその年によって上下するが、室内等の要求される温度湿度に
対応して、流量制御二方弁５５や、流量制御三方弁６５の流量を制御すればよく、地中熱
も通常１５℃程度で安定であるが１０℃から２０℃の範囲で変化する場合もあるので、こ
の場合には地中に供給する水温を流量制御三方弁６５で調節して地中熱温度よりも高くし
て、水温を地中熱で冷やして第２熱交換器(凝縮器)２２に供給すれば、第２熱交換器(凝
縮器)２２を更に冷やすことが可能となるので、圧縮機２３での温度低下の負荷も軽減で
き、結果として、省エネに寄与することになる。
【００１７】
[暖房時の構成及び作動]
　次に、主に冬場の暖房時の構成及び作動を説明するが、図４に示すようになるが、図３
の冷房時と異なるのは、再熱器３３の稼働が必要なく、地中熱は専らヒートポンプ回路２
での暖房時に蒸発器を構成する第２熱交換器２２の冷却に使用することであり、このため
、ヒートポンプ回路２において、四方弁２６を切り替えて第１熱交換器が冷房時の蒸発器
を暖房時には凝縮器に、冷房時の凝縮器を暖房時には蒸発器として稼働することである。
　主に冬場の暖房時の構成及び作動を説明するが、図４に示すように、まず、冷房時とは
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蒸発器と凝縮器が入れ替わので、ヒートポンプ回路２の圧縮機２３によって圧縮された冷
媒を圧縮機２３の出力口23bから、四方弁２６を介して冷却される凝縮器を構成する第１
熱交換器２１の熱源コイル211の入出力口(冬場は入力口)221bに導入し、熱源側コイル211
の入出力側(冬場は出力口)211aから電子膨張弁２４を介して、冷却される蒸発器を構成す
る第１熱交換器２２の熱源コイル221の入出力口(冬場は入力口)221bに導入し、熱源側コ
イル211の入出力口(冬場は出力口)211aから四方弁２６を介して、前記圧縮機２３の入力
口23aに導入するように循環する。
【００１８】
　このようなヒートポンプ回路２と空調器３と地中熱交換器４とを配管と各種の制御弁で
繋でいるが、暖房となるので、図３の冷房時とは暖冷房配管５の開閉弁５１,５２，５３,
５４と冷暖房配管６の開閉弁６１,６２，６３,６４の開閉が逆になる。
　まず、冬場の暖房時である冷温水コイル(冬場は温水コイル)３２と第１熱交換器２１と
の関係を説明する。
　図４に示すように、冷温水コイル３２と第１熱交換器２１とは冷暖房配管５と各種弁と
によって繋げられるが、冷温水コイル３２の入力口３２aには開閉弁５３によって第１熱
交換器(蒸発器)２１の受熱コイル２１２の入出力口(冬場は出力口)212aに連結され(白色
の弁は開、黒色の弁は閉、実線配管は開、点線配管は閉)、冷温水コイル３２の加熱され
た水で空気を暖房し、冷温水コイル３２の多少冷えた水は出力口３２bから途中で流量を
制御する流量制御二方弁５５及び開閉弁５４を介して、第１熱交換器(蒸発器)２１の受熱
コイル２１２の入出力口(冬場は入力口)212ｂに連結されされ循環する。なお、開閉弁５
１、５２は暖房時には閉められており稼働していない。
　したがって、冬場の暖房時の作動は、ヒートポンプ回路２の凝縮器を構成する第１熱交
換器２１よって、冷媒である水を４０℃程度から４５℃程度に加熱し、冷温水コイル３２
に供給し、冷温水コイル３２で４５℃程度の水で空気を暖房し、暖房して４０℃程度に冷
えるが、再び、ヒートポンプ回路２の凝縮器を構成する第１熱交換器２１よって冷媒であ
る水を４０℃程度から４５℃程度に加熱して循環する。
【００１９】
　次に、主に冬場の暖房時の蒸発器(第２熱交換器２２)と再熱器と地中熱交換器との構成
・作動について説明するが、図４に示すように、再熱器３３は稼働しないので、第２熱交
換器２２と地中熱交換器４とは地中熱交換配管４１と各種弁によって繋げられる。
　前述したように、ヒートポンプ回路２の第２熱交換器２２は蒸発器として稼働するが、
まず、第２熱交換器(蒸発器)２２の受熱コイル２２２の入出力口(冬場は出力口)222aから
冷やされた１０℃程度の水が供給され、全ての水が開閉弁６３から流量制御三方弁６５を
介して地中熱交換器４の地中熱交換配管４１に供給して１０℃から１５℃に暖め、ポンプ
６６及び開閉弁６４を介して、第２熱交換器(蒸発器)２２の受熱コイル２２２の入出力口
(冬場は入力口)222ｂに供給して循環する。なお、開閉弁６１、６２は暖房時には閉めら
れており稼働していない。
　したがって、冬場の暖房時の作動は、ヒートポンプ回路２の蒸発器を構成する第２熱交
換器２２よって、冷媒である水を１５℃程度から１０℃程度に冷やし、蒸発器で冷やした
水を流量制御三方弁６５によって、再熱器３３をバイパスして地中熱交換器４に供給して
、１５℃程度の地中熱で暖め、この１５℃程度の水を、ヒートポンプ回路２の蒸発器を構
成する第２熱交換器２２よって冷媒である水を１５℃程度から１０℃程度に冷やすように
循環する。
【００２０】
　このように、地中熱を使用し水冷ヒートポンプ技術を用いて供給される温水を使用する
ことで暖房に必要な消費電力を削減し、ヒートポンプ回路２の負荷を軽減し省エネに寄与
することになる。なお、地中熱は地下でなくても、安定した温度であれば井水を利用して
もよい。
　また、本実施例の各配管での表示した温度は、前述した冷房時同様に、平均的で典型的
なものを例示したが、室内等の要求される温度湿度に対応して、流量制御二方弁５５や、
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、結果として、省エネに寄与することになる
【００２１】
　以上説明したように、本発明の地中熱を利用する除湿再熱空調システムの実施例によれ
ば、湿度と温度を個別に制御できる除湿再熱空調システムにおいて、再熱のための熱源に
地中熱を利用して暖房時と冷房時でも省エネを実現し、コイルの数も単純にすることがで
きる。特に、従来システムの再熱のための再熱加熱コイルや電気ヒータの代わりに、自然
エネルギーである地中熱を利用したので、燃料を燃やして加熱する熱源や電気ヒータこれ
らの再熱の熱源が不要となる。すなわち、温水熱源動力(蒸気生成燃料)もしくは加熱電力
が不要となり、省エネ効果を高めることができる。
　また、消費電力1 kWあたりの冷却・加熱能力であるＣＯＰを向上させることができる。
例えば、夏場を例にとると、一般的なヒートポンプシステムにおいて、室外機側の放熱は
外気によって行われるが、外気を利用すると30℃前後の外気で放熱しなければならない。
ここで、地中熱を利用すると15℃程度の水により放熱が可能となり、外気利用時と比較し
て放熱効率が向上する。
　また、再熱器の入口側と出口側の間に混合制御機能とバイパス機能を備えた三方弁を設
けたので、再熱器について、夏場等の冷房時の再熱の制御や、冬場の暖房時の再熱の稼働
停止を行うことができる。
　なお、本発明の特徴を損なうものでなければ、上記の各実施例に限定されるものでない
ことは勿論である。
【符号の説明】
【００２２】
Ｇ・・地中、
１・・除湿再熱空調システム、
２・・ヒートポンプ回路、
２１・・ 第１熱交換器、211・・熱源コイル、211a,211b・・入出力口、
212・・受熱コイル、212a,212b・・入出力口、
２２・・第２熱交換器、221・・熱源コイル、221a,221b・・入出力口、
222・・受熱コイル、222a,222b・・入出力口、
２３・・圧縮機、23a・・入力口、23b・・出力口、
２４・・ 電子膨張弁,２５・・配管、２６・・四方弁
３・・空調器、３１・・エアフィルター、
３２・・冷温水コイル、３２a・・入力口、３２ｂ・・出力口、
３３・・再熱器、３３a・・入力口、３３ｂ・・出力口、
３４・・加湿器、３５・・送風機、
４・・地中熱交換器、４１・・地中熱交換配管
５・・冷暖房配管、
５１,５２，５３,５４・・開閉弁、５５・・流量制御二方弁、５６・・ポンプ
６・・再熱配管、６１,６２，６３,６４・・開閉弁、６５・・流量制御三方弁、
６６・・ポンプ
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月12日(2016.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明は、蒸発器と凝縮器とが設けられたヒート
ポンプ回路と、該ヒートポンプ回路から冷温水を供給される冷温水コイルと再熱器とから
なる空調器を備えた空気調和システムにおいて、
　冷房時には、前記冷温水コイルに前記蒸発器から冷やされた冷水を供給するとともに、
地中に埋設した地中熱交換器によって冷やされた冷水を前記凝縮器によって暖めて再熱器
に供給し、再熱器を暖めた水を前記地中熱交換器に循環させ、
　暖房時には、前記冷温水コイルに前記凝縮器から暖められた温水を供給するとともに、
地中に設けた地中熱交換器によって暖められた温水を前記蒸発器によって冷やして再熱器
に導通すること無しに該蒸発器に循環させたことを特徴とする地中熱を利用する除湿再熱
空調システムである。
　請求項２の発明は、前記再熱器の入口側と出口側の間に混合制御機能とバイパス機能と
を備えた三方弁を設けたことを特徴する請求項１に記載の地中熱を利用する除湿再熱空調
システムである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　このようなヒートポンプ回路２と空調器３と地中熱交換器４とを配管と各種の制御弁で
繋ぐが、これを夏場の冷房時である図３で説明するが、冷温水コイル(夏場は冷水コイル)
３２と連結すると第１熱交換器２１との関係を説明する。
　図３に示すように、冷温水コイル３２と第１熱交換器２１とは冷暖房配管５と各種弁と
によって繋げられる。
　これを詳しく説明すれば、冷温水コイル３２の入力口３２aには開閉弁５１によって第
１熱交換器(蒸発器)２１の受熱コイル２１２の入出力口(夏場は出力口)212b及びポンプ５
６(ポンプは流路中のどこに配置もよい。)を介して連結され(白色の弁は開、黒色の弁は
閉、実線配管は開、点線配管は閉)、冷温水コイル３２の冷却された水で空気を冷房し、
冷温水コイル３２の暖まった水は出力口３２bから途中で流量を制御する流量制御二方弁
５５により、開閉弁５２を介して、第１熱交換器(蒸発器)２１の受熱コイル２１２の入出
力口(夏場は入力口)212aに連結され循環する。なお、開閉弁５３、５４は冷房時には閉め
られており稼働していない。
　したがって、夏場の冷房時の作動は、ヒートポンプ回路２の蒸発器を構成する第１熱交
換器２１よって、冷媒である水を１２℃程度から７℃程度に冷却し、冷温水コイル３２に
供給し、冷温水コイル３２で７℃程度の水で空気を冷房し、１２℃程度に暖まるが、再び
、ヒートポンプ回路２の蒸発器を構成する第１熱交換器２１よって冷媒である水を１２℃
程度から７℃程度に冷却するように循環する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】



(10) JP 2017-150778 A 2017.8.31

【００１４】
　本発明の特徴の一つは、再熱器３３に地中熱を利用することであるが、図３に示すよう
に、再熱器３３と第２熱交換器２２と地中熱交換器４とが、再熱配管６及び各種弁によっ
て繋げられる。
　これを詳しく説明すれば、再熱器３３の入力口３３aには開閉弁６１及び途中で流量を
制御する流量制御三方弁６５によって第２熱交換器(凝縮器)２２の受熱コイル２２２の入
出力口(夏場は出力口)222bに連結される(配管５と同様に白色の弁は開、黒色の弁は閉、
実線配管は開、点線配管は閉)。
　そして、再熱器３３で空気を加熱し、逆に再熱器３３で冷却された水は出力口３３bか
ら排出されるともに、入出力口(夏場は出力口)222bからの温まった水の一部を流量制御三
方弁６５によって混入し多少温度を上げてから、地中熱交換器４の地中熱交換配管４１に
供給して冷却し、ポンプ６６及び開閉弁６２を介して、第２熱交換器(凝縮器)２２の受熱
コイル２２２の入出力口(夏場は入力口)222aに供給して循環する。なお、開閉弁６３、６
４は冷房時には閉められており稼働していない。
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