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(57)【要約】
【課題】浴槽内のお湯の温度検出の動作回数を削減する
ことによって省エネルギーを図りつつ、入浴時の快適性
を損なわない風呂加熱装置を提供すること。
【解決手段】浴槽１と、浴槽１内の湯が循環する水循環
路３と、浴室内の人体を検出する人体検知手段９と、前
記浴槽１内に湯が張られている場合に前記浴槽１内の湯
の温度を上昇させる風呂保温手段と、制御装置６とを備
え、前記人体検知手段９が人体の存在を検出した後と人
体の不在を検出した後とで、前記風呂保温手段の運転制
御を変更することを特徴とする風呂加熱装置で、浴槽１
内のお湯の温度検出の動作回数が減るため省エネルギー
が図られ、また、浴室内の人体を検出して風呂保温手段
の運転制御を変更することで、浴槽１に入浴後より事前
に風呂保温手段を動作させることができるため、入浴の
際の快適性も保つことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
浴槽と、浴槽内の湯が循環する水循環路と、浴室内の人体を検出する人体検知手段と、前
記浴槽内に湯が張られている場合に前記浴槽内の湯の温度を上昇させる風呂保温手段と、
制御装置とを備え、前記人体検知手段が人体の存在を検出した後と人体の不在を検出した
後とで、前記風呂保温手段の運転制御を変更することを特徴とする風呂加熱装置。
【請求項２】
風呂保温手段は浴槽内の湯の温度に基づいて時間間隔をおいて前記浴槽内の湯の温度を上
昇させるとともに、人体検知手段が人体の存在を検出した後と人体の不在を検出した後と
で、前記時間間隔を変更することを特徴とする請求項１に記載の風呂加熱装置。
【請求項３】
風呂保温手段は浴槽内の湯の温度に基づいて浴槽内の湯の温度を上昇させるとともに、人
体検知手段が人体の存在を検出した後と人体の不在を検出した後とで、前記風呂保温手段
の起動温度および／または停止温度を変更することを特徴とする請求項１または２に記載
の風呂加熱装置。
【請求項４】
人体検知手段が、人体の存在を検出した時には風呂保温手段は起動し、人体の不在を検出
した時には風呂保温手段は停止することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載
の風呂加熱装置。
【請求項５】
風呂保温手段は加熱手段を有し、前記加熱手段は、圧縮機、給湯熱交換器、減圧手段、空
気熱交換器を冷媒回路で接続して運転を行うヒートポンプユニットによって加熱された湯
と、浴槽内の湯または水とを熱交換する風呂熱交換器であることを特徴とする請求項１～
４のいずれか１項に記載の風呂加熱装置。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の風呂加熱装置を備えたヒートポンプ給湯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴槽内の湯温を一定温度に保つ機能を有する風呂加熱装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、浴槽内の湯温を一定の温度に保つための風呂加熱装置では、所定の時間間隔毎に
、浴槽の湯を循環させる循環ポンプを起動させ、一定流量の湯を循環させた後、水循環路
に設置されている温度センサにより湯温を検知し、検知した温度が湯の設定温度よりも低
い場合に、再度、循環ポンプと加熱装置を起動させて浴槽内の湯温を上昇させる追い焚き
を行っている。この方法を用いる際の課題は、浴槽の温度を検出する際に、放熱により温
度が低下した加熱装置や水循環路内の湯が浴槽に混入し、かえって浴槽内の湯温を低下さ
せることである。特に、水循環路の断熱処置が十分でない場合や、距離が長い場合は、そ
の影響は顕著に現れ、無駄なエネルギーを浪費することになる。
【０００３】
　図１０は、従来の風呂加熱装置の構成を示すものである。浴槽１と加熱手段２と水循環
路３と循環ポンプ４と温度検出手段５と制御装置６と、制御装置６が有する時間管理手段
７と時間間隔設定手段８とから構成される。
【０００４】
　制御装置６が有する時間管理手段７は時間管理を行い、所定時間を経過した場合に、循
環ポンプ４を動作させ、温度検出手段５から温度情報を取得し、温度情報が設定温度以下
の場合は、制御装置６は加熱が必要と判断し、循環ポンプ４と加熱手段２を用いて浴槽１
の温度を上昇させる。時間間隔設定手段８は、温度検出の動作回数を削減するために、温
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度検出を行う際の温度を参照し、湯の温度低下が小さい場合は動作させる時間間隔を長い
時間間隔に、大きい場合は短い時間間隔に変更する処理を行っている（例えば、特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開２００１－０２７４４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の構成では、入浴の行為とは無関係に温度検出の時間間隔設定
を行っているため、時間間隔が長く設定されている場合に入浴を開始すると、湯温が設定
温度よりも低くなっている恐れがある。また、時間間隔変更には湯温の検出が必要である
ため、長く設定されている時間間隔を変更するには、設定されている時間間隔を経過しな
ければならない。そのため、湯温の低い状態が続く恐れもある。
【０００６】
　加えて、省エネルギーの図れる長い時間間隔が設定されるようになるためには、短い時
間間隔での温度検出を前もって行わなくてはならない。そのため、その分、無駄なエネル
ギーを使用することになる。
【０００７】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、浴槽内のお湯の温度検出の動作回数を削
減することによって、省エネルギーを図りつつ、入浴時の快適性を損なわない風呂加熱装
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】
【０００８】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の風呂加熱装置は、浴槽と、浴槽内の湯が循
環する水循環路と、浴室内の人体を検出する人体検知手段と、前記浴槽内に湯が張られて
いる場合に前記浴槽内の湯の温度を上昇させる風呂保温手段と、制御装置とを備え、前記
人体検知手段が人体の存在を検出した後と人体の不在を検出した後とで、前記風呂保温手
段の運転制御を変更することを特徴とするもので、浴槽内のお湯の温度検出の動作回数が
減るため省エネルギーが図られ、また、浴室内の人体を検出して風呂保温手段の運転制御
を変更することで、浴槽に入浴後より事前に風呂保温手段を動作させることができるため
、入浴の際の快適性も保つことができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の風呂加熱装置によれば、浴槽の湯温検出の動作回数を削減することにより、省
エネルギーを図り、なお且つ、入浴の際の快適性を損なわない追い焚きを行うことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　第１の発明は、浴槽と、浴槽内の湯が循環する水循環路と、浴室内の人体を検出する人
体検知手段と、前記浴槽内に湯が張られている場合に前記浴槽内の湯の温度を上昇させる
風呂保温手段と、制御装置とを備え、前記人体検知手段が人体の存在を検出した後と人体
の不在を検出した後とで、前記風呂保温手段の運転制御を変更することを特徴とする風呂
加熱装置で、浴槽内のお湯の温度検出の動作回数が減るため省エネルギーが図られ、また
、浴室内の人体を検出して風呂保温手段の運転制御を変更することで、浴槽に入浴後より
事前に風呂保温手段を動作させることができるため、入浴の際の快適性も保つことができ
る。
【００１１】
　第２の発明は、風呂保温手段は浴槽内の湯の温度に基づいて時間間隔をおいて前記浴槽
内の湯の温度を上昇させるとともに、人体検知手段が人体の存在を検出した後と人体の不
在を検出した後とで、前記時間間隔を変更することを特徴とする風呂加熱装置で、浴槽内
のお湯の温度検出の動作回数が減るため省エネルギーが図られ、また、浴室内の人体を検



(4) JP 2009-109179 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

出して風呂保温手段の運転制御を変更することで、浴槽に入浴後より事前に風呂保温手段
を動作させることができるため、入浴の際の快適性も保つことができる。
【００１２】
　第３の発明は、風呂保温手段は浴槽内の湯の温度に基づいて浴槽内の湯の温度を上昇さ
せるとともに、人体検知手段が人体の存在を検出した後と人体の不在を検出した後とで、
前記風呂保温手段の起動温度および／または停止温度を変更することを特徴とする風呂加
熱装置で、浴槽内のお湯の温度検出の動作回数が減るため省エネルギーが図られ、また、
浴室内の人体を検出して風呂保温手段の運転制御を変更することで、浴槽に入浴後より事
前に風呂保温手段を動作させることができるため、入浴の際の快適性も保つことができる
。
【００１３】
　第４の発明は、人体検知手段が、人体の存在を検出した時には風呂保温手段は起動し、
人体の不在を検出した時には風呂保温手段を停止することを特徴とする風呂加熱装置で、
浴槽内のお湯の温度検出の動作回数が減るため省エネルギーが図られ、また、浴室内の人
体を検出して風呂保温手段の運転制御を変更することで、浴槽に入浴後より事前に風呂保
温手段を動作させることができるため、入浴の際の快適性も保つことができる。
【００１４】
　第５の発明は、風呂保温手段は加熱手段を有し、前記加熱手段は、圧縮機、給湯熱交換
器、減圧手段、空気熱交換器を冷媒回路で接続して運転を行うヒートポンプユニットによ
って加熱された湯と、浴槽内の湯または水とを熱交換する風呂熱交換器であることを特徴
とするもので、お湯の沸き上げの効率を向上できる。
【００１５】
　第６の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の風呂加熱装置を備えたヒートポン
プ給湯機で、お湯の沸き上げの効率を向上できる。
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１７】
　（実施の形態１）
　以下、本発明を適用した実施の形態１の風呂加熱装置を図１から図４を用いて説明する
。図１は、本発明の実施の形態１における風呂加熱装置の構成図を示すものである。
【００１８】
　図１において、風呂加熱装置は、浴槽１と加熱手段２と水循環路３と循環ポンプ４と温
度検出手段５と制御装置６と人体検知手段９と、制御装置６が有する時間管理手段７と時
間間隔設定手段８とから構成される。時間管理手段７は時間管理を行い、時間間隔設定手
段８は人体検知手段９から取得する人体検知情報に基づいて、温度検知の時間間隔を設定
する。
【００１９】
　制御装置６は、前回の追い焚き終了時から設定した時間間隔が経過した場合に、循環ポ
ンプ４を動作させ、温度検出手段５から温度情報を取得し、温度情報が設定温度未満の場
合は、加熱が必要と判断し、循環ポンプ４と加熱手段２を用いて追い焚きを行う風呂保温
手段を動作させる。温度情報が設定温度以上の場合は、加熱は不要と判断し追い焚きは行
わない。
【００２０】
　本実施の形態１において、加熱手段２は貯湯型の給湯機である冷媒として二酸化炭素を
用いたヒートポンプ給湯機の熱交換器であり、このヒートポンプ給湯機の貯湯槽の高温水
と浴槽１の中温水の熱を交換することによって、浴槽１の湯を加熱する。また、人体検知
手段９は、焦電型の赤外線センサで熱の移動を検知する。熱を持つ人体の移動を検知する
ことによって、人の在室を検知することができる手段である。なお、この人体検知手段９
は、焦電型の赤外線センサに限られることなく、例えば、浴室の照明のＯＮ、ＯＦＦや、
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浴室の扉の開閉等を用いて、人の在室を検知してもかまわない。
【００２１】
　以下、動作、作用を説明する。
【００２２】
　図２は、浴室内の人の在不在状態と浴槽の湯温変化と湯温検出のタイミングの関係を示
す模式図である。本実施の形態１では、風呂自動が押されて湯張りが完了すると、自動的
に自動保温モードになる。また、湯温検出の時間間隔は、在室状態の時に用いる短い時間
間隔のＴａと不在状態の時に用いる長い時間間隔Ｔｂを前もって設定しておく。不在状態
の場合には、入浴は発生しないため、頻繁に追い焚きをして湯温を設定温度に保っておく
必要はない。また、浴槽１の湯温は浴槽に人が浸かることによって急激に低下する。不在
状態の場合には、急激な湯温低下の発生はないため、長い時間間隔Ｔｂを用いても問題は
ない。
【００２３】
　図２のように、風呂自動の湯張り完了時に浴室の在室状態である場合、湯温検出のタイ
ミングはＴａである。次に、不在状態となった場合は、時間間隔はＴｂに設定され、湯温
検出の時間間隔は長くなり、浴槽１の温度低下の頻度は少なくなる。これによって、省エ
ネルギーを図ることができる。
【００２４】
　次の湯温検出のタイミングは、直前の湯温検出からの経過時間がＴｂになった場合に行
い、湯温が追い焚き開始温度未満である場合は追い焚きを行う。図２の場合は、追い焚き
開始温度以上であるため、浴槽１の湯温の変化は、湯温検出による温度低下が現れている
。
【００２５】
　次に、不在状態から在室状態に状態が遷移した場合は、時間間隔はＴａに設定され、Ｔ
ａと前回の湯温検出からの経過時間を比較し、経過時間がＴａより大きい場合は、即座に
湯温検出を行い、追い焚きの必要性の有無を判断する。経過時間を元のＴａに戻すことに
より、入浴を検知してすぐに浴槽１の湯温を適正な温度に上昇することができ、快適性を
保つことができる。
【００２６】
　図３に在不在状態により時間間隔を変更しない場合の浴槽１の湯温変化と湯温検出のタ
イミングの関係を示す。不在状態の判断がされても時間間隔はＴａのままであるため、湯
温検出が頻繁に発生し、その結果、湯温が低下してエネルギーが無駄になっていることが
わかる。
【００２７】
　図４に在不在の状態により時間間隔を設定する処理のフローを示す。人体検出手段９に
用いた焦電型赤外線センサは熱の空間的な移動が発生した場合を検出するため、在室状態
は検出できるが、不在状態は検出できない。そのため、最後に在室を検出した時刻から一
定の時間を経過しても在室を検出しない場合を不在状態とすることにした。本実施の形態
の場合、一定の経過時間である不在決定時間定数を１５分とした。
【００２８】
　Ｓ４０１で設定時間間隔Ｔｉを短い時間間隔Ｔａで初期化する。また、直近の在室検出
からの経過時間であるＴｃｎｔを０秒に初期化する。Ｓ４０２で１秒毎に在不在の状態検
知を行うために、１秒の待機時間を設ける。Ｓ４０３で、Ｔｃｎｔを更新し、Ｓ４０４で
焦電型赤外線センサからの在不在情報を取得し、在室を検出した場合は、Ｓ４０５でＴｃ
ｎｔを０クリアし、Ｓ４０６でＴｉに短い時間間隔であるＴａを設定する。在室が検出で
きない場合は、Ｓ４０７で経過時間Ｔｃｎｔと不在決定時間定数ＴＡＢＳを比較し、Ｔｃ
ｎｔがＴＡＢＳを超えている場合は、不在と判断してＳ４０８で長い時間間隔であるＴｂ
をＴｉに設定する。
【００２９】
　以上のように本実施の形態においては、人体検知手段９を用いて検出した在不在状態か
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ら浴槽１の湯温検出の時間間隔を変更することにより、不在の場合には湯温検出回数を減
らすことができ、入浴行為が発生する場合は、即座に必要な追い焚きを行うことができる
ため、省エネルギーを実現するとともに、快適性を保つことができる。
【００３０】
　また、本実施の形態では、加熱装置は、冷媒として二酸化炭素を用いたヒートポンプ給
湯機の熱交換器を用いたが、ガス給湯機の風呂加熱装置としても同様の効果は得ることが
できる。
【００３１】
　（実施の形態２）
　次に、本発明を適用した実施の形態２の風呂加熱装置を、図５から図７を用いて説明す
る。実施の形態１は、風呂自動の湯温検出の時間間隔を変更した例であるが、実施の形態
２は、在不在状態によって風呂自動の機能を停止させる例である。
【００３２】
　図５は、本発明の実施の形態２における風呂加熱装置の構成図を示すものである。図５
において、風呂加熱装置は、浴槽１と加熱手段２と水循環路３と循環ポンプ４と温度検出
手段５と制御装置６と人体検知手段９と、制御装置６が有する時間管理手段７と自動保温
起動停止決定手段１０とから構成される。
【００３３】
　時間管理手段７は時間管理を行い、自動保温起動停止決定手段１０は人体検知手段９か
ら取得する人体検知情報に基づいて、風呂自動の起動停止を決定する。制御装置６は、前
回の追い焚き終了時から設定した時間間隔が経過した場合に、循環ポンプ４を動作させ、
温度検出手段５から温度情報を取得し、温度情報が設定温度未満の場合は、加熱が必要と
判断し、循環ポンプ４と加熱手段２を用いて追い焚きを行う風呂保温手段を動作させる。
温度情報が設定温度以上の場合は、加熱は不要と判断し追い焚きは行わない。
【００３４】
　以下、動作、作用を説明する。
【００３５】
　図６は、浴室の人の在不在状態と浴槽の湯温の変化と自動保温起動停止の関係を示す模
式図である。本実施の形態では、風呂自動が押されて湯張りが完了しても自動保温モード
にはならない。浴室に人が不在の間は入浴が行われないため、湯温が低下したとしても追
い焚きをする必要がなく、水循環路３等からの低温が浴槽１に混入することを停止するこ
とができる。在室を検出した時点で自動保温モードを起動させて追い焚きを行えば、快適
性を保つことができるため合理的である。
【００３６】
　図６に示すように、湯張り完了後に在室状態である場合は、自動保温モードを起動させ
、所定の時間間隔が経過した場合に湯温検出を行う。次に不在状態となった場合、自動保
温モードを停止させ、在室状態となるまで自動保温モードは起動しない。そのため、湯温
検出は発生せず、浴槽１の湯温は放熱の影響で低下している。次に在室状態になった場合
、自動保温モードを起動させ、起動と同時に湯温検出を行い、追い焚きを起動させている
。
【００３７】
　図７に在不在の状態により自動保温モードを起動停止する処理のフローを示す。人体検
出手段９に用いた焦電型赤外線センサは熱の空間的な移動が発生した場合を検出するため
、在室状態は検出できるが、不在状態は検出できない。そのため、最後に在室を検出した
時刻から一定の時間を経過しても在室を検出しない場合を不在状態とすることにした。本
実施例の場合、一定の経過時間である不在決定時間定数を１５分とした。
【００３８】
　Ｓ７０１で自動保温モード起動停止フラグＦＬＧ＿ＯＮＯＦＦをＯＮで初期化する。ま
た、在室検出からの経過時間であるＴｃｎｔを０秒に初期化する。Ｓ７０２で１秒毎に在
不在の状態検知を行うために、１秒の待機時間を設ける。Ｓ７０３で、Ｔｃｎｔを更新し
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、Ｓ７０４で焦電型赤外線センサからの在室検出情報を取得し、在室を検出した場合は、
Ｓ７０５でＴｃｎｔを０クリアし、Ｓ７０６でＦＬＧ＿ＯＮＯＦＦにＯＮを設定する。在
室が検出できない場合は、Ｓ７０７で経過時間Ｔｃｎｔと不在決定時間定数ＴＡＢＳを比
較し、ＴｃｎｔがＴＡＢＳを超えている場合は、不在と判断してＳ７０８でＦＬＧ＿ＯＮ
ＯＦＦにＯＦＦを設定する。
【００３９】
　（実施の形態３）
　次に、本発明を適用した実施の形態３を、図８を用いて説明する。実施の形態１は、風
呂自動の湯温検出の時間間隔を変更した例であるが、実施の形態３は、在不在状態によっ
て風呂自動の保温開始温度や停止温度を変更する例である。
【００４０】
　図３（ａ）は、人体検知手段機能ＯＦＦ時の追い焚き運転の温度変化図、（ｂ）は、人
体検知手段機能ＯＮ時の追い焚き運転の温度変化図である。
【００４１】
　まず図３（ａ）を用いて人体検知手段機能ＯＦＦ時の追い焚き運転について説明する。
まず、使用者は、リモコン等（図示せず）を操作して設定温度Ｔｘで湯張り温度および保
温温度に設定したとする。そして湯張り完了後の時間Ａにて、循環ポンプ４を駆動して風
呂サーミスタ（図示せず）で浴槽１内の湯水の温度を検知した時に、保温運転開始温度Ｔ
ｚ（＝Ｔｘ－所定温度α）を検知したとする。
【００４２】
　その結果、自動で追い焚き運転が開始され、風呂サーミスタ（図示せず）で検知される
浴槽１内の湯水が設定温度Ｔｘとなる時間Ｂまで、循環ポンプ４と加熱手段２を用いて追
い焚きを行う風呂保温手段を動作させる。そして、さらに時間Ｃになると再度風呂サーミ
スタ（図示せず）で検知される温度がＴｚになったことに伴い、自動で追い焚き運転が開
始される。
【００４３】
　次に、図３（ｂ）を用いて人体検知手段機能ＯＮ時の追い焚き運転について説明する。
人体検知手段機能ＯＦＦ時の時と同様に、使用者は、リモコン等（図示せず）を操作して
設定温度Ｔｘで湯張り温度および保温温度に設定したとする。そして湯張り完了後の時間
ａにて、循環ポンプ４を駆動して風呂サーミスタ（図示せず）で浴槽１内の湯水の温度を
検知した時に、保温運転開始温度Ｔｚ（＝Ｔｘ－所定温度α）を検知したとする。
【００４４】
　しかしながら、人体検知手段９にて人の入室を感知していないため、浴室内に人が不在
であると判断し、設定温度Ｔｘよりも所定温度δ（＜所定温度α）だけ低い設定温度Ｔｙ
（＝Ｔｘ－所定温度δ）となるように自動で追い焚き運転を開始する。なお、所定温度δ
は、予め設定された固定値であってもよいし、風呂装置が有している様々なモードによっ
て異なる値であってもよい。
【００４５】
　そして、自動で追い焚き運転が開始されてから、風呂サーミスタ（図示せず）で検知さ
れる浴槽１内の湯水が設定温度Ｔｙとなる時間ｂまで、循環ポンプ４と加熱手段２を用い
て追い焚きを行う風呂保温手段を動作させ、浴槽１内の湯水を沸き上げる。
【００４６】
　その結果、浴槽１内の湯水は、設定温度Ｔｘよりも低い設定温度Ｔｙで保温される。そ
して、さらに時間ｃになって再度風呂サーミスタ（図示せず）で検知される温度がＴｚに
なったことに伴い、自動で追い焚き運転が開始され、未だ人体を検知していないので、設
定温度Ｔｙとなる時間ｄまで追い焚き運転を継続する。
【００４７】
　しかしながら、例えば時間ｅで、浴室リモコン（図示せず）に設けた人体検知手段９で
浴室内への人の入室を検知すると、浴槽１内の湯水の温度が設定温度となるように、追い
焚き運転を開始する。そして、浴室内へ人の入室の検知をしていないときには、設定温度
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Ｔｙまでしか追い焚き運転を行っていなかったが、人体検知手段９で人の浴室への入室を
検知すると、風呂サーミスタ（図示せず）で検知される浴槽１内の湯水の温度が、リモコ
ン（図示せず）で設定した設定温度Ｔｘになる時間ｆまで追い焚き運転を行う構成として
いる。
【００４８】
　その結果、人体検知手段９で人の浴室への人の入室を検知しないときには、消費電力の
低減を実現することができ、かつ、人体検知手段９で人の浴室への入室を検知すればすぐ
に浴槽１内の湯水の追い焚き運転を開始するので、風呂装置全体としての省エネルギーを
実現することができる。
【００４９】
　なお、人体検知手段９が浴室の人体の不在を検出した時には、所定時間Ｌｈ毎に循環ポ
ンプ４を駆動して、風呂サーミスタ（図示せず）で浴槽１内の湯水の温度を検知して、浴
槽１内の湯水の追い焚き運転の開始のタイミングを検知していたが、人体検知手段９が浴
室の人体の存在を検出した時にも、所定時間Ｌｈ毎に循環ポンプ４を駆動して、浴槽１内
の湯水の温度を検知してもよいが、浴室内に人がいる時と人がいない時とで所定時間Ｌｈ
を異ならせることで、さらに快適性を向上させることができ、人体検知手段９を備えたが
ゆえに実現可能となる。
【００５０】
　つまり、浴室内に人を検知しているときには、所定時間Ｌｈａ毎に循環ポンプ４を駆動
して浴槽１内の湯水の温度を検知し、浴室内に人を検知していないときには所定時間Ｌｈ
ｂ毎に循環ポンプ４を駆動して浴槽１内の湯水の温度を検知している。そして所定時間Ｌ
ｈａと所定時間Ｌｈｂとは「Ｌｈａ＜Ｌｈｂ」の関係を有しており、人体検知手段９で浴
室内に人を検知している時のほうが、人を検知していない時に比べて、頻繁に浴槽１内の
湯水の温度を確かめて、追い焚き運転を自動で開始するタイミングを検知する回数を増加
させている。
【００５１】
　このように構成することで、人体検知手段９で浴室への人の入室を検知していれば、頻
繁に浴槽１内の湯水の温度をチェックするので、追い焚き運転をより早く行うことができ
、入浴中に浴槽１内の湯水の温度が低下して使用者の快適感を損なうことがないのと同時
に、浴室への人の入室を検知していない時には、浴室への人の入室を検知している時に比
べて、浴槽１内の湯水の温度検知のタイミングを遅くするので、浴室内に人が不在の時の
消費電力を抑えることができる。
【００５２】
　また、冬季などの体が冷えている時に、浴槽１内の湯水に入浴すると、設定温度Ｔｘに
上がりきっていなくても、体温と比較して相対的に湯水の温度が高いため、使用者は浴槽
１内に入った瞬間は熱めに感じるが、浴槽１内に入ってから後に、体が湯になじむととも
に温度を上げていくので、快適性を生むという効果がある。
【００５３】
　また、一度誰かが入浴してから所定時間Ｌｋの間は、人体検知手段９で人の入室を検知
しない限り追い焚き運転はもちろんのこと、浴槽１内の湯水の温度を検知するために、所
定時間Ｌｈ毎に駆動していた循環ポンプ４の駆動も停止する。
【００５４】
　一度、誰かが入浴することによって、人が浴室にいる間（人体検知手段９で人を検知し
ている間）は、浴槽１内の湯水の温度は、リモコン（図示せず）等で設定された設定温度
Ｔｘとなるように保温運転が行われる。そのため、入浴を終了してから所定時間Ｌｋの間
は、未だ浴槽１内の湯水の温度が高めであると判断し、その所定時間Ｌｋの間は、循環ポ
ンプ４も駆動しないため余分な電力を消費することがない。
【００５５】
　しかしながら、所定時間Ｌｋを経過した後は、人体検知手段９で人の入室を検知しなく
ても、追い焚き運転をしておかなければ、所定時間Ｌｋよりもさらに時間が経過してから
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、違う人が入浴するために浴室内に入ってきた時に、人体検知手段９が入室を検知してか
ら、浴槽１内の湯水の温度を設定温度Ｔｘまで追い焚きするのに時間を長く要してしまう
。
【００５６】
　そこで、所定時間Ｌｋを経過すると、循環ポンプ４を所定時間Ｌｈ毎に運転して浴槽１
内の湯水の温度を検知する動作を開始し、設定温度Ｔｘより所定温度αだけ低い温度Ｔｚ
よりも低ければ、自動で追い焚き運転を開始し、その後は、保温温度をＴｙで維持するよ
うに保温運転を行う。
【００５７】
　なお、本実施の形態においては、人体検知手段９で、浴室１への人の入室を検知してい
るときと、浴室への人の入室を検知していないときとで、循環ポンプ４と加熱手段２を用
いて追い焚きを行う風呂保温手段の保温運転停止温度（Ｔｙ＜Ｔｘ）を変更したが、循環
ポンプ４と加熱手段２を用いて追い焚きを行う風呂保温手段の保温運転開始温度Ｔｚを、
人体検知手段９で、浴室１への人の入室を検知している時を、浴室への人の入室を検知し
ていない時より高くしてもよい。すなわち、風呂保温手段の保温運転停止温度と風呂保温
手段の保温運転開始温度のどちらか一方でも省エネルギーを実現できるが、両方同時に行
うことで、さらに一層省エネルギーを実現できる。
【００５８】
　また、この実施の形態３における在不在状態によって風呂自動の保温開始温度や停止温
度を変更する機能を、実施の形態１の風呂自動の湯温検出の時間間隔を変更する機能と同
時に行うことで、さらに一層省エネルギーを実現できる。
【００５９】
　尚、ここで、風呂加熱装置に、ヒートポンプ給湯機を熱源とする風呂熱交換器２を用い
た場合の、本発明の特有な効果について図９に基づいて説明する。
【００６０】
　このヒートポンプ給湯機は、圧縮機１１、給湯熱交換器１２、減圧手段１３、空気熱交
換器１４を順に冷媒回路１５で環状に接続するものであって、特に冷媒として二酸化炭素
を使用している。二酸化炭素は臨界圧を越える圧力で運転することが好ましく、二酸化炭
素を冷媒として用いることで、貯湯式給湯装置を効率よく高温で利用することができるも
のである。
【００６１】
　湯を沸き上げる場合には、貯湯槽１６の底部の水が、給湯熱交換器１２で冷媒の流れと
対向流にて高温に加熱された後、再び貯湯槽１６の上部へ循環ポンプ１７により戻される
循環により貯湯槽全体を沸き上げる仕組みになっている。
【００６２】
　二酸化炭素冷媒、あるいは、フロン系冷媒などの冷凍サイクルを用いたヒートポンプ給
湯機の沸き上げの効率には、給湯熱交換器１２への入水となる貯湯槽１６の底部の水の温
度が寄与する度合いが大きく、貯湯槽１６の底部の温度が低ければ効率が良く、高ければ
効率は悪化する。特に、風呂加熱を行う場合は、貯湯槽１６の上部から出て風呂熱交換器
２によって、中程度に冷やされた温水が貯湯槽１６の底部へ戻されるため、貯湯槽１６の
底部の水温が上昇して効率の悪化が著しくなる。
【００６３】
　本発明では、浴槽１の湯温の検出回数を減らして、風呂加熱の負荷を低減することによ
って、貯湯槽１６の底部に戻される中温水の量を減らして、貯湯槽１６の底部の温度上昇
を抑えることができるため、特にヒートポンプ給湯機を熱源とする風呂熱交換器２を用い
た場合の沸き上げの効率向上に対する効果が大きい。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　以上のように、本発明にかかる風呂加熱装置は、省エネルギーを実現することができ、
かつ快適性を保つことが可能となるので、家庭用の給湯器等の用途に適用できる。
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【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施の形態１における風呂加熱装置の構成図
【図２】同在不在状態と浴槽の湯温変化と温度検出のタイミングの関係を示す模式図
【図３】同在不在状態によって湯温検出の時間間隔を変更しない場合の在不在状態と浴槽
の湯の温度変化と温度検出のタイミングの関係を示す模式図
【図４】同湯温検出の時間間隔変更処理のフローチャート
【図５】本発明の実施の形態２における風呂加熱装置の構成図
【図６】同在不在の状態と浴槽の湯の温度変化と自動保温起動停止状態の関係を示す模式
図
【図７】同自動保温モード起動停止判断処理のフローチャート
【図８】（ａ）本発明の実施の形態３における人体検知手段機能ＯＦＦ時の追い焚き運転
の温度変化図（ｂ）同人体検知手段機能ＯＮ時の追い焚き運転の温度変化図
【図９】同加熱装置をヒートポンプとしたときの構成図
【図１０】従来の風呂加熱装置の構成図
【符号の説明】
【００６６】
　１　浴槽
　２　加熱手段
　３　水循環路
　４　循環ポンプ
　５　温度検出手段
　６　制御装置
　７　時間管理手段
　８　時間間隔設定手段
　９　人体検知手段
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【図７】
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【図８】 【図９】
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