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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
温水を貯湯する貯湯タンクと、該貯湯タンクに給水する給水管と、該給水管を開閉する給
水栓と、該貯湯タンク内のお湯を貯湯タンクから出湯する出湯管と、貯湯タンク上部に設
けられ貯湯タンク内の過圧を逃がす逃がし弁と、出湯管からのお湯と給水管からの水とを
混合して給湯管に供給する給湯混合弁と、一端が貯湯タンクの底部に接続された排水管と
、該排水管を開閉する排水栓とを備え、前記給水栓を閉成し逃がし弁を開放した後に給湯
混合弁を水側全開の状態で排水栓を開放し、次に給湯混合弁をお湯側全開の状態に切り替
えて排水を行い、その後給湯混合弁を水側全開の状態に戻す排水モードを行う排水スイッ
チを設けたことを特徴とする貯湯式給湯装置。
【請求項２】
温水を貯湯する貯湯タンクと、該貯湯タンクに給水する給水管と、該給水管を開閉する給
水栓と、該貯湯タンク内のお湯を貯湯タンクから出湯する出湯管と、貯湯タンク上部に設
けられ貯湯タンク内の過圧を逃がす逃がし弁と、一端が貯湯タンクの中間部分に接続され
た中間取り出し管と、出湯管からのお湯と中間取り出し管からのお湯とを混合して中間給
湯管に供給する中間混合弁と、中間給湯管からのお湯と給水管から給水バイパス管を介し
て供給される給水とを混合して給湯管に供給する給湯混合弁と、一端が貯湯タンクの底部
に接続された排水管と、該排水管を開閉する排水栓とを備え、前記給水栓を閉成し逃がし
弁を開放した後に給湯混合弁を水側全開の状態で排水栓を開放し、次に給湯混合弁をお湯
側全開の状態に切り替えて排水を行い、その後給湯混合弁を水側全開の状態に戻す排水モ
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ードを行う排水スイッチを設けたことを特徴とする貯湯式給湯装置。
【請求項３】
所定時間を計時する排水タイマを設け、排水スイッチは排水モードを行う時に、給水栓を
閉成し逃がし弁を開放した後に、給湯混合弁を水側全開の状態で排水栓を開放すると共に
排水タイマの計時を開始し、排水タイマの計時が所定時間に達した時、給湯混合弁をお湯
側全開の状態に切り替えて排水を行うと共に排水タイマの計時を再度開始し、排水タイマ
の計時が所定時間に達した時、給湯混合弁を水側全開の状態に戻す排水モードを行うこと
を特徴とする請求項１及び２記載の貯湯式給湯装置。
【請求項４】
排水管に流水センサを設け、排水スイッチは排水モードを行う時に、給水栓を閉成し逃が
し弁を開放した後に、給湯混合弁を水側全開の状態で排水栓を開放すると共に流水センサ
にて排水管の排水を検知し、流水センサが排水管の排水を検知しなくなった時、給湯混合
弁をお湯側全開の状態に切り替えて排水を行い、その時流水センサにて排水管の排水を検
知し、流水センサが排水管の排水を検知しなくなった時、給湯混合弁を水側全開の状態に
戻す排水モードを行うことを特徴とする請求項１及び２記載の貯湯式給湯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、湯水を沸き上げて貯湯しこの貯湯した湯水を給湯に用いる貯湯式給湯装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりこの種のものに於いては、出張や旅行で長期間留守にする時に貯湯タンク内の
湯水の凍結防止及び腐敗防止の為に、先に出願人は該貯湯タンク内の水抜きを給水栓を閉
めてから排水栓を開けることで行うものを出願した。（例えば、特許文献１参照）
【０００３】
　しかし、この従来のものでは、自然落差を利用して排水するものであり、貯湯タンク容
量は３００Ｌ以上であって、全て排水するまで３０分以上もかかってしまうので、排水が
終了するまで待たなければならず、前もって排水しておく必要があり、使用者にとっては
手間が掛かり面倒なものであった。
又自然落差による排水であるので、排水路が上に有る場合には新たな工事も必要になるも
のであった。
【０００４】
　そこで出願人は、更に貯湯タンク内の湯水を排水する時に、該貯湯タンクに接続される
排水ポンプを設けた排水管を別置きしたものを出願した。（例えば、特許文献２参照）
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－４８４０５号公報
【特許文献２】特開２００４－１９７９５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、この従来のものでは、運転中に沸かし上げた熱いお湯に水が混合しないよう
に、貯湯タンクからのお湯と給水管からの水を混合して所定の温度の温水にする給湯混合
弁が水側全開の状態に固定されている為、排水が終了してもお湯側に配置された部分、例
えばホッパー、給湯混合弁、中間混合管、出湯管の部分で水が抜けない箇所があり、冬季
の施工後、引き渡しまでの期間や出張、旅行等で留守にする場合など長期間使用しない場
合電源を落とすため、凍結防止のために凍結防止ヒータ等への通電が行われず、それによ
りお湯側に配置されたホッパー、給湯混合弁、中間混合管、分岐中間混合管、出湯管の部
分で抜けなかった水が凍結して配管破裂やホッパーや混合弁等の機能部品が破損すること
があった。　　　　　　　　　　　　　　　 
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、本発明は前記課題を解決するため、請求項１では、温水を貯湯する貯湯タンク
と、該貯湯タンクに給水する給水管と、該給水管を開閉する給水栓と、該貯湯タンク内の
お湯を貯湯タンクから出湯する出湯管と、貯湯タンク上部に設けられ貯湯タンク内の過圧
を逃がす逃がし弁と、出湯管からのお湯と給水管からの水とを混合して給湯管に供給する
給湯混合弁と、一端が貯湯タンクの底部に接続された排水管と、該排水管を開閉する排水
栓とを備え、前記給水栓を閉成し逃がし弁を開放した後に給湯混合弁を水側全開の状態で
排水栓を開放し、次に給湯混合弁をお湯側全開の状態に切り替えて排水を行い、その後給
湯混合弁を水側全開の状態に戻す排水モードを行う排水スイッチを設けたものである。
【０００８】
　又請求項２に係る貯湯式給湯装置では、特にその構成を、温水を貯湯する貯湯タンクと
、該貯湯タンクに給水する給水管と、該給水管を開閉する給水栓と、該貯湯タンク内のお
湯を貯湯タンクから出湯する出湯管と、貯湯タンク上部に設けられ貯湯タンク内の過圧を
逃がす逃がし弁と、一端が貯湯タンクの中間部分に接続された中間取り出し管と、出湯管
からのお湯と中間取り出し管からのお湯とを混合して中間給湯管に供給する中間混合弁と
、中間給湯管からのお湯と給水管から給水バイパス管を介して供給される給水とを混合し
て給湯管に供給する給湯混合弁と、一端が貯湯タンクの底部に接続された排水管と、該排
水管を開閉する排水栓とを備え、前記給水栓を閉成し逃がし弁を開放した後に給湯混合弁
を水側全開の状態で排水栓を開放し、次に給湯混合弁をお湯側全開の状態に切り替えて排
水を行い、その後給湯混合弁を水側全開の状態に戻す排水モードを行う排水スイッチを設
けたものである。
【０００９】
　又請求項３に係る貯湯式給湯装置では、特にその構成を、請求項１及び２に於いて、所
定時間を計時する排水タイマを設け、排水スイッチは排水モードを行う時に、給水栓を閉
成し逃がし弁を開放した後に、給湯混合弁を水側全開の状態で排水栓を開放すると共に排
水タイマの計時を開始し、排水タイマの計時が所定時間に達した時、給湯混合弁をお湯側
全開の状態に切り替えて排水を行うと共に排水タイマの計時を再度開始し、排水タイマの
計時が所定時間に達した時、給湯混合弁を水側全開の状態に戻す排水モードを行うもので
ある。
【００１０】
　又請求項４に係る貯湯式給湯装置では、特にその構成を、請求項１及び２に於いて、排
水管に流水センサを設け、排水スイッチは排水モードを行う時に、給水栓を閉成し逃がし
弁を開放した後に、給湯混合弁を水側全開の状態で排水栓を開放すると共に流水センサに
て排水管の排水を検知し、流水センサが排水管の排水を検知しなくなった時、給湯混合弁
をお湯側全開の状態に切り替えて排水を行い、その時流水センサにて排水管の排水を検知
し、流水センサが排水管の排水を検知しなくなった時、給湯混合弁を水側全開の状態に戻
す排水モードを行うものである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明の請求項１によれば、給水栓を閉成し逃がし弁を開放した後に給湯混合弁を水
側全開の状態で排水栓を開放し、次に給湯混合弁をお湯側全開の状態に切り替えて排水を
行う排水モードを行う排水スイッチをを設けたので、貯湯タンク及び給湯混合弁に接続さ
れている水側とお湯側の配管内を完全に排水できるので、長期間使用しない場合に冬にな
っても凍結が発生せず、配管破裂や機能部品の凍結による破損を防止することができるも
のである。
【００１２】
　又本発明の請求項２に記載の貯湯式給湯装置によれば、給水栓を閉成し逃がし弁を開放
した後に、給湯混合弁を水側全開の状態で排水栓を開放して排水栓から給湯混合弁までの
給水管、給水バイパス管の水側の排水を行い、次に給湯混合弁をお湯側全開の状態に切り
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替えて、出湯管から中間混合管を介して給湯混合弁までのお湯側の排水を行う排水モード
を行う排水スイッチを設けたので、排水栓から給湯混合弁までの給水管、給水バイパス管
の水側水側と、出湯管から中間混合管を介して給湯混合弁までのお湯側の配管内を完全に
排水できるので、長期間使用しない場合に冬になっても凍結が発生せず、配管破裂や機能
部品の凍結による破損を防止することができるものである。
【００１３】
　又本発明の請求項３に記載の貯湯式給湯装置によれば、前記請求項１及び請求項２に於
いて、排水タイマを設けてその排水タイマが所定時間を計時すると、給湯混合弁を水側全
開からお湯側全開の状態、又はお湯側全開の状態から水側全開の状態に切り替えるので、
貯湯タンク及び給湯混合弁に接続されている水側とお湯側の配管内を完全に排水できるの
で、長期間使用しない場合に冬になっても凍結が発生せず、配管破裂や機能部品の凍結に
よる破損を防止することができるものである。
【００１４】
　又本発明の請求項４に記載の貯湯式給湯装置によれば、前記請求項１及び請求項２に於
いて、排水管に流水センサを設けてその流水センサが排水管内の排水の有無を検知するこ
とで、給湯混合弁を水側全開からお湯側全開の状態、又はお湯側全開の状態から水側全開
の状態に切り替えるので、貯湯タンク及び給湯混合弁に接続されている水側とお湯側の配
管内を完全に排水できるので、長期間使用しない場合に冬になっても凍結が発生せず、配
管破裂や機能部品の凍結による破損を防止することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、この発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　この貯湯式給湯装置は、時間帯別契約電力の電力単価が安価な深夜時間帯に湯水を沸き
上げて貯湯しこの貯湯した湯水を給湯に用いるもので、更に貯湯缶体内の温水との間接熱
交換により浴槽内の浴槽水の追焚き又は保温及び、貯湯缶体内の温水を浴槽内に直接供給
する湯張りを行う風呂回路を備えたもので、１は湯水を貯湯する貯湯タンク２を備えた貯
湯タンクユニット、３は貯湯タンク２内の湯水を加熱する加熱手段としてのヒートポンプ
ユニット、４は台所や洗面所等に設けられた給湯栓、５はこの給湯栓４の近くに設けられ
た給湯リモコン、６は浴槽、７は浴室に設けられた風呂リモコンである。
【００１６】
　前記貯湯タンクユニット１の貯湯タンク２は、上端に出湯管８と、下端に給水管９とが
接続され、さらに、下部にヒートポンプ循環回路を構成するヒートポンプ往き管１０と、
上部にヒートポンプ循環回路を構成するヒートポンプ戻り管１１とが接続され、前記ヒー
トポンプユニット３によってヒートポンプ往き管１０から取り出した貯湯タンク２内の湯
水を沸き上げてヒートポンプ戻り管１１から貯湯タンク２内に戻して貯湯され、給水管９
からの給水により貯湯タンク２内の湯水が押し上げられて貯湯タンク２内上部の高温水が
出湯管８から押し出されて給湯されるものである。
【００１７】
　前記ヒートポンプユニット３は、圧縮機１２と凝縮器としての冷媒－水熱交換器１３と
減圧器としての電子膨張弁１４と強制空冷式の蒸発器１５で構成されたヒートポンプ回路
１６と、貯湯タンク２内の湯水を前記ヒートポンプ往き管１０及びヒートポンプ戻り管１
１を介して冷媒－水熱交換器１３に循環させるヒートポンプ循環ポンプ１７と、それらの
駆動を制御するヒートポンプ制御部１８とを備えており、ヒートポンプ回路１６内には冷
媒として二酸化炭素が用いられて超臨界ヒートポンプサイクルを構成されているものであ
る。
　なお、冷媒に二酸化炭素が用いられているので、低温水を電熱ヒータなしで約９０℃の
高温まで沸き上げることが可能なものである。
【００１８】
　ここで、前記冷媒－水熱交換器１３は冷媒と被加熱水たる貯湯タンク２内の湯水とが対
向して流れる対向流方式を採用しており、超臨界ヒートポンプサイクルでは熱交換時にお
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いて、冷媒は超臨界状態のまま凝縮されるため効率よく高温まで被加熱水を加熱すること
が出来、被加熱水の冷媒－水熱交換器１３入口温度と冷媒の出口温度との温度差が一定に
なるように前記電子膨張弁１４又は圧縮機１２を制御することで、被加熱水の冷媒－水熱
交換器１３の入口温度が５～２０℃程度の低い温度であると、ＣＯＰ（エネルギー消費効
率）がとても良い状態で被加熱水を加熱することが可能なものである。
【００１９】
　１９は前記浴槽６の湯水を加熱するためのステンレス製の蛇管よりなる風呂用熱交換器
で、貯湯タンク２のほぼ中間部に備えられているものであり、又この風呂用熱交換器１９
には風呂往き管２０及び風呂循環ポンプ２１を備えた風呂戻り管２２が接続されて浴槽６
の湯水が循環可能にされ、浴槽６内の湯水が貯湯タンク２内の高温水により加熱されて保
温或いは追い焚きが行われるのである。
　なお、２３は風呂戻り管２２を循環する浴槽６の湯水の温度を検出する風呂温度センサ
である。
【００２０】
　２４は一端が貯湯タンク２の側壁で上記風呂用熱交換器１９と対向する中間位置に接続
された中間取り出し管で、前記風呂用熱交換器１９で風呂側と熱交換して温度低下した中
温水や湯と水の境界層付近で温度低下或いは温度上昇した中温水などの貯湯タンク２の中
間位置に貯められている湯水を貯湯タンク２から出湯するものである。
【００２１】
　２５は前記出湯管８からの高温水と前記中間取り出し管２４からの中温水を混合する電
動ミキシング弁より構成された中間混合弁、２６は前記中間混合弁２５下流の中間給湯管
２７に設けた中間温度センサで、貯湯タンク２中間位置付近の中温水と貯湯タンク２上端
に接続された出湯管８からの高温水とを給湯リモコン５や風呂リモコン７でユーザーが設
定した給湯設定温度より所定温度高い混合目標温度になるように混合比率が制御されるも
のである。
【００２２】
　２８は中間混合弁２５からの湯水と給水管９から分岐された給水バイパス管２９からの
低温水を混合する電動ミキシング弁より構成された給湯混合弁であり、その下流の給湯管
３０に設けた給湯温度センサ３１で検出した湯温が給湯リモコン５や風呂リモコン７でユ
ーザーが設定した給湯設定温度になるように混合比率を制御するものである。
【００２３】
　３２は中間給湯管２７から分岐された分岐中間給湯管３３からの湯水と、給水管９から
分岐された分岐給水バイパス管３４からの低温水とを混合する電動ミキシング弁より構成
された風呂混合弁であり、その下流側の風呂戻り管２２に練通された湯張り管３５に設け
た湯張り温度センサ３６で検出した湯温が給湯リモコン５や風呂リモコン７でユーザーが
設定した風呂設定温度になるように混合比率を制御するものである。
【００２４】
　そして、前記湯張り管３５には、浴槽６への湯張りの開始及び停止を行う湯張り弁３７
と、浴槽６への湯張り量をカウントする風呂流量カウンタ３８が設けられているものであ
る。
【００２５】
　３９は貯湯タンク２の上下方向に複数個配置された貯湯温度センサで、この実施形態で
は５つの温度センサ３９ａ，３９ｂ，３９ｃ，３９ｄ，３９ｅが配置され、この貯湯温度
センサ３９が検出する温度情報によって、貯湯タンク２内にどれだけの熱量が残っている
かを検知し、そして貯湯タンク２内の上下方向の温度分布を検知するものである。
【００２６】
　前記給湯リモコン５及び風呂リモコン７には、給湯設定温度を設定する給湯温度設定ス
イッチ４０、及び風呂設定温度を設定する風呂温度設定スイッチ４１がそれぞれ設けられ
ていると共に、浴槽６への風呂設定温度の湯を風呂リモコン７の湯張り量設定スイッチ（
図示せず）で設定された湯張り量だけ湯張りし、所定時間保温させる風呂自動スイッチ４
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２がそれぞれ設けられ、更に風呂リモコン７には約６０℃の高温の湯を差し湯させる高温
差し湯スイッチ４３が設けられているものである。
【００２７】
　４４は貯湯タンクユニット１内の各センサの入力を受け各アクチュエータの駆動を制御
するマイコンを有した制御部である。
　この制御部４４に前記給湯リモコン５が無線又は有線により接続されユーザーが任意の
給湯設定温度及び風呂設定温度を設定できるようにしているものである。
【００２８】
　前記制御部４４は、中間温度センサ２６で検出する温度が給湯設定温度或いは風呂設定
温度のうち高い方の設定温度より所定温度高い混合目標温度になるように中間混合弁２５
の弁開度をフィードバック制御するようにしているものであると共に、給湯温度センサ３
１の検出する温度が給湯設定温度になるように給湯混合弁２８の弁開度をフィードバック
制御するようにしているもので、更に湯張り温度センサ３６の検出する温度が風呂設定温
度になるように風呂混合弁３２の弁開度をフィードバック制御するようにしているもので
ある。
【００２９】
　そして、前記制御部４４は中間混合弁２５の制御応答速度を給湯混合弁２８の制御応答
速度よりも遅くなるように設定されているもので、中間混合弁２５からの湯水の温度変化
に給湯混合弁２８のフィードバック制御の制御応答速度が勝り給湯温度のオーバーシュー
ト又はアンダーシュートを大幅に低減できるものである。
【００３０】
　４５は貯湯タンク２内の過圧を逃す逃し弁、４６は給水の圧力を減圧する減圧弁、４７
は給湯する湯水の量をカウントする給湯流量カウンタ、４８は浴槽６の湯水が逆流するの
を防止するために設けられた逆止弁、４９は給水の温度を検出する給水温度センサである
。
【００３１】
　５０は給水管９を開閉する給水栓で、給水管９に設けた減圧弁４６よりも上流側に設け
たものである。
　５１は排水管で、一端が貯湯タンク２の底部に接続され、該排水管５１には排水管５１
を開閉する排水栓５２を設け、排水栓５２の下流側には排水管５１内の排水の有無を検知
する流水センサ５３を設けたものである。
　５４は排水スイッチで、給湯リモコン５に設けられ、押圧されると排水モードを実行し
て、貯湯タンク２及び配管内の排水を行うものである。
【００３２】
　次に本発明の排水動作について図２にて説明する。
　まず排水スイッチ５４をＯＮ操作して排水モードを開始すると（Ｓ１）、給水栓５０が
閉成され（Ｓ２）、そして逃し弁４５が開放される。（Ｓ３）
　そして次に給湯混合弁２８が水側全開の状態ならば（Ｓ４）、排水栓５３が開放されて
（Ｓ５）、排水栓５３から給湯混合弁２８までの給水管９、給水バイパス管２９の水側の
排水を開始し、給湯混合弁２８が水側全開の状態でなければ（Ｓ４）、給湯混合弁２８を
水側全開の状態に切り替えて（Ｓ６）、次に排水栓５３を開放して（Ｓ５）、排水栓５３
から給湯混合弁２８までの給水管９、給水バイパス管２９の水側の排水を開始する。
　そしてそれと同時に排水時間を計時する排水タイマ（図示せず）の計時を開始させる。
（Ｓ７）
【００３３】
　そして予め確認してある所定時間、つまり満タン状態の貯湯タンク２内のお湯を全て排
水して空になる時間、例えばその時間を１０分間とすると、排水タイマが計時をスタート
させてから１０分間を計時した時（Ｓ８）、給湯混合弁２８を水側全開の状態からお湯側
全開の状態に切り替え（Ｓ９）、お湯側の給湯混合弁２８、中間混合管２７、出湯管８の
排水を開始すると共に、排水タイマの計時を再度スタートさせる。（Ｓ１０）
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【００３４】
　そして 予め確認してある所定時間、つまりお湯側の配管内に残っていたお湯が　全て
排水されてお湯側の配管内が空になる時間、例えばその時間を３分間とすると、排水タイ
マが計時をスタートさせてから３分間を計時した時（Ｓ１１）、排水が完了したと判断し
て給湯混合弁２８をお湯側から水側全開の状態に切り替え（Ｓ１２）、排水モードを終了
するものである（Ｓ１３）。
【００３５】
　また、その他の実施例として排水タイマの代わりに、排水管５１に流水センサ５３を設
け、排水モード実施時に流水センサ５３が排水の有無を検知することで貯湯タンク２内の
空検知をするようにしたものについて図３にて説明する。
【００３６】
　まず排水スイッチ５４をＯＮ操作して排水モードを開始すると（Ｓ１）、給水栓５０が
閉成され（Ｓ２）、そして逃し弁４５が開放される。（Ｓ３）
　そして次に給湯混合弁２８が水側全開の状態ならば（Ｓ４）、排水栓５３が開放されて
（Ｓ５）、排水栓５３から給湯混合弁２８までの給水管９、給水バイパス管２９の排水を
開始し、給湯混合弁２８が水側全開の状態でなければ（Ｓ４）、給湯混合弁２８を水側全
開の状態に切り替えて（Ｓ６）、次に排水栓５３を開放して（Ｓ５）、排水栓５３から給
湯混合弁２８までの給水管９、給水バイパス管２９の排水を開始する。
【００３７】
　そして次に排水管５１に設けた流水センサ５３が排水管５１内の排水を検知すると（Ｓ
１４）、給湯混合弁２８が水側全開の状態で排水されていると判断し、流水センサ５３が
排水管５１内の排水を検知しない場合、及び流水センサ５３が排水管５１内の排水を検知
した後、流水センサ５３が排水管５１内の排水を検知しなくなったら（Ｓ１５）、給湯混
合弁２８が水側全開の状態での排水が完了したと判断して、給湯混合弁２８を水側全開の
状態からお湯側全開の状態に切り替え（Ｓ９）、お湯側の給湯混合弁２８、中間混合管２
７、出湯管８の排水を開始する。
【００３８】
　そして次に流水センサ５３が排水管５１内の排水を検知すると（Ｓ１６）、給湯混合弁
２８がお湯側全開の状態で排水されていると判断し、流水センサ５３が排水管５１内の排
水を検知しない場合、及び流水センサ５３が排水管５１内の排水を検知した後、流水セン
サ５３が排水管５１内の排水を検知しなくなったら（Ｓ１７）、給湯混合弁２８がお湯側
全開の状態での排水が完了したと判断して、給湯混合弁２８をお湯水側全開の状態から水
側全開の状態に切り替え（Ｓ１２）、排水モードを終了するものである（Ｓ１３）。
【００３９】
　この発明によれば、水側の配管部分の他、給湯混合弁２８、中間混合管２７、分岐中間
混合管３３、出湯管８等のお湯側の配管も含め、全ての配管の水が排水できるので冬季の
施工後、引き渡しまでの期間や出張、旅行等で留守にする場合など長期間使用しない場合
、凍結による配管破裂やホッパー、混合弁等の機能部品損傷を防止し、機具の信頼性が向
上し、メンテナンスの回数等も削減することができる。　　　　 
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】この発明の一実施形態の概略構成図。
【図２】同排水モードを示すフローチャート図。
【図３】本発明のその他の実施例の排水モードを示すフローチャート図。
【符号の説明】
【００４１】
２　　貯湯タンク
８　　出湯管
９　　給水管
２８　給湯混合弁
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４５　逃し弁
５１　排水管
５２　排水栓
５４　排水スイッチ

【図１】 【図２】
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