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(57)【要約】
【課題】浴槽内の湯を加熱する貯湯式給湯装置において
、入浴前後の温度差によるユーザの身体的負担を軽減す
る。
【解決手段】入出浴検出手段を構成する赤外線センサに
よって、ユーザの浴槽内からの出浴が検出された際に、
風呂熱回収運転を実行して、浴槽用湯温ＴＢを目標温度
ＴＢＯ（例えば、４１℃）よりも低い温度に設定された
抑制温度ＴＢＬ（例えば、３８℃）となるまで低下させ
る。さらに、風呂熱回収運転の実行開始後、ユーザの浴
槽内への入浴が検出された際に、追い炊き運転を実行し
て、浴槽用湯温ＴＢを目標温度ＴＢＯとなるまで上昇さ
せる。これにより、ユーザが浴槽５０へ入浴する際の浴
室と浴槽用湯との温度差を縮小させて、入浴前後の温度
差によるユーザの身体的負担を軽減することができる。
さらに、ユーザの入浴後は、浴槽用湯温ＴＢを速やかに
上昇させることができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱手段（２０）によって加熱された給湯水を貯湯する貯湯手段（３０）と、
　前記貯湯手段（３０）に貯湯された前記給湯水と浴槽（５０）内に貯められた浴槽用湯
とを熱交換させる浴槽用熱交換手段（４０）と、
　ユーザの前記浴槽（５０）内への入浴および前記浴槽（５０）内からの出浴を検出する
入出浴検出手段（７１）と、を備え、
　前記入出浴検出手段（７１）によって前記浴槽（５０）内からの出浴が検出された際に
は、前記浴槽用熱交換手段（４０）にて前記貯湯手段（３０）内の給湯水のうち前記浴槽
用湯よりも低温の給湯水と前記浴槽用湯とを熱交換させることによって、前記浴槽用湯の
温度（ＴＢ）を低下させる風呂熱回収運転を実行し、
　前記風呂熱回収運転の実行開始後、前記入出浴検出手段（７１）によって前記浴槽（５
０）内への入浴が検出された際には、前記浴槽用熱交換手段（４０）にて前記貯湯手段（
３０）内の給湯水のうち前記浴槽用湯よりも高温の給湯水と前記浴槽用湯とを熱交換させ
ることによって、前記浴槽用湯の温度（ＴＢ）を上昇させる追い炊き運転を実行すること
を特徴とする貯湯式給湯装置。
【請求項２】
　ユーザの操作によって、前記浴槽用湯の目標温度（ＴＢＯ）を設定する目標温度設定手
段（８５）を備え、
　前記風呂熱回収運転では、前記目標温度（ＴＢＯ）よりも低い値に設定された抑制温度
（ＴＢＬ）に近づくように前記浴槽用湯の温度（ＴＢ）を低下させ、
　前記追い炊き運転では、前記目標温度（ＴＢＯ）以上となるように前記浴槽用湯の温度
（ＴＢ）を上昇させることを特徴とする請求項１に記載の貯湯式給湯装置。
【請求項３】
　ユーザの操作によって、前記抑制温度（ＴＢＬ）を設定する抑制温度設定手段（８７）
を備えることを特徴とする請求項２に記載の貯湯式給湯装置。
【請求項４】
　前記風呂熱回収運転の終了後、前記入出浴検出手段（７１）によって前記浴槽（５０）
内へ入浴が検出される迄は、前記浴槽用湯の温度（ＴＢ）を前記抑制温度（ＴＢＬ）に保
つ抑制時自動保温運転を実行することを特徴とする請求項２または３に記載の貯湯式給湯
装置。
【請求項５】
　さらに、前記浴槽（５０）内の浴槽用湯の量を検出する湯量検出手段（７２）と、
　前記浴槽（５０）内に供給される湯の温度を調整する浴槽用湯温調整手段（６４ｂ）と
、を備え、
　前記風呂熱回収運転の実行後、前記湯量検出手段（７２）によって検出された浴槽用湯
の量（ＷＬ）が予め定めた基準湯量（ＫＷＬ）以下となっている際には、前記浴槽用湯温
調整手段（６４ｂ）にて前記抑制温度（ＴＢＬ）に調整された湯が、前記浴槽（５０）内
に供給されることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１つに記載の貯湯式給湯装置
。
【請求項６】
　ユーザの操作によって、前記浴槽用湯の目標温度（ＴＢＯ）を設定する目標温度設定手
段（８５）と、
　ユーザの操作によって、前記風呂熱回収運転の実行を禁止する禁止要求手段（８５）と
、を備え、
　前記禁止要求手段（８５）によって前記風呂熱回収運転の実行が禁止されている際に、
前記入出浴検出手段（７１）によって前記浴槽（５０）内からの出浴が検出された際には
、前記浴槽用湯の温度（ＴＢ）を前記目標温度（ＴＢＯ）に保つ通常時自動保温運転を実
行することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに記載の貯湯式給湯装置。
【請求項７】
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　ユーザの操作によって、前記浴槽用湯の目標温度（ＴＢＯ）を設定する目標温度設定手
段（８５）と、
　前記貯湯手段（３０）から流出した湯を前記浴槽（５０）内へ流入させる湯張り運転時
には、前記目標温度（ＴＢＯ）よりも低い値に設定された抑制温度（ＴＢＬ）に近づくよ
うに前記浴槽用湯の温度（ＴＢ）を調整し、
　前記湯張り運転の終了後、前記入出浴検出手段（７１）によって初めて前記浴槽（５０
）内への入浴が検出された際には、前記目標温度（ＴＢＯ）以上となるように前記追い炊
き運転を実行することを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１つに記載の貯湯式給湯
装置。
【請求項８】
　前記湯張り運転の終了後、前記入出浴検出手段（７１）によって初めて前記浴槽（５０
）内への入浴が検出される迄は、前記浴槽用湯の温度（ＴＢ）を前記抑制温度（ＴＢＬ）
に保つ抑制時自動保温運転を実行することを特徴とする請求項７に記載の貯湯式給湯装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴槽内の湯を加熱する貯湯式給湯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、貯湯手段に貯えられた高温の給湯水を熱源として、浴槽内の湯（浴槽用湯）を加
熱する貯湯式給湯装置が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、貯湯手段としての貯湯タンクを備え、貯湯タンク内の給湯水
を浴槽内へ給湯した後に、浴槽用湯を加熱してユーザの所望の温度に保温する自動保温運
転、および浴槽用湯の有する熱を貯湯タンク内に回収する風呂熱回収運転を実行可能に構
成された貯湯式給湯装置が開示されている。
【０００４】
　より詳細には、特許文献１の貯湯式給湯装置は、給湯水と浴槽用湯とを熱交換させる交
換手段を備えている。そして、自動保温運転を実行する際には、当該熱交換手段にて、貯
湯タンク内の給湯水のうち浴槽用湯よりも高温の給湯水と浴槽用湯とを熱交換させ、風呂
熱回収運転を実行する際には、貯湯タンク内の給湯水のうち浴槽用湯よりも低温の給湯水
と浴槽用湯とを熱交換させている。
【０００５】
　さらに、特許文献１の貯湯式給湯装置では、例えば、全てのユーザが入浴を終えて浴槽
内の湯の保温が不要になった際に、風呂熱回収運転を実行することで、浴槽内の湯の有す
る熱を貯湯タンク内に回収している。これにより、次回（例えば、翌日に）、貯湯タンク
内に貯湯される給湯水を加熱する際に消費されるエネルギの省エネルギ化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５１９５２３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述の自動保温運転によって浴槽用湯が比較的に高温に保温されていると、
冬場の寒い時期等には、比較的低温の脱衣所や浴室から浴槽内へ入浴したときの温度差が
大きくなる。このような温度差は、例えば、ユーザの血圧等を急変化させてユーザの身体
に大きな負担をかける、いわゆるヒートショックの原因となる。
【０００８】
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　しかしながら、特許文献１には、ユーザの身体にかかる負担を考慮した浴槽用湯の温度
管理について何ら開示されていない。
【０００９】
　本発明は、上記点に鑑み、浴槽内の湯を加熱する貯湯式給湯装置において、入浴前後の
温度差によるユーザの身体的負担を軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記目的を達成するために案出されたもので、請求項１に記載の発明では、
加熱手段（２０）によって加熱された給湯水を貯湯する貯湯手段（３０）と、貯湯手段（
３０）に貯湯された給湯水と浴槽（５０）内に貯められた浴槽用湯とを熱交換させる浴槽
用熱交換手段（４０）と、ユーザの浴槽（５０）内への入浴および浴槽（５０）内からの
出浴を検出する入出浴検出手段（７１）と、を備え、
　入出浴検出手段（７１）によって、ユーザの浴槽（５０）内からの出浴が検出された際
に、浴槽用熱交換手段（４０）にて貯湯手段（３０）内の給湯水のうち浴槽用湯よりも低
温の給湯水と浴槽用湯とを熱交換させることによって、浴槽用湯の温度（ＴＢ）を低下さ
せる風呂熱回収運転を実行し、
　さらに、風呂熱回収運転の実行開始後、入出浴検出手段（７１）によって、ユーザの浴
槽（５０）内への入浴が検出された際に、浴槽用熱交換手段（４０）にて貯湯手段（３０
）内の給湯水のうち浴槽用湯よりも高温の給湯水と浴槽用湯とを熱交換させることによっ
て、浴槽用湯の温度（ＴＢ）を上昇させる追い炊き運転を実行する貯湯式給湯装置を特徴
とする。
【００１１】
　これによれば、ユーザが浴槽（５０）から出浴した際に（すなわち、ユーザが浴槽（５
０）に貯められた浴槽用湯から出た際に）、風呂熱回収運転が実行されるので、次にユー
ザが浴槽（５０）へ入浴する迄に（すなわち、次にユーザが浴槽（５０）に貯められた浴
槽用湯へ入る迄に）、浴槽用湯の温度（ＴＢ）を低下させることができる。
【００１２】
　従って、次にユーザが浴槽（５０）へ入浴する際の浴室と浴槽用湯との温度差を縮小さ
せることができ、入浴前後の温度差によるユーザの身体的負担を軽減することができる。
さらに、ユーザが浴槽（５０）へ入浴した際に追い炊き運転が実行されるので、ユーザが
入浴している間に浴槽用湯の温度（ＴＢ）を上昇させることができ、ユーザが浴槽（５０
）内で身体を温めることができる。
【００１３】
　さらに、風呂熱回収運転では、浴槽用熱交換手段（４０）にて浴槽用湯よりも低温の給
湯水と浴槽用湯とを熱交換させるので、浴槽用湯の有する熱を貯湯手段（３０）内に回収
することができる。従って、貯湯手段（３０）に貯湯される給湯水を加熱する際に加熱手
段（２０）にて消費されるエネルギの省エネルギ化を図ることもできる。
【００１４】
　また、上記特徴の貯湯式給湯装置において、ユーザの操作によって、浴槽用湯の目標温
度（ＴＢＯ）を設定する目標温度設定手段（８５）を備え、風呂熱回収運転では、目標温
度（ＴＢＯ）よりも低い値に設定された抑制温度（ＴＢＬ）となるように浴槽用湯の温度
（ＴＢ）を低下させ、追い炊き運転では、目標温度（ＴＢＯ）以上となるように浴槽用湯
の温度（ＴＢ）を上昇させるようにしてもよい。
【００１５】
　これによれば、追い炊き運転時に、ユーザによって設定された目標温度（ＴＢＯ）以上
となるように浴槽用湯の温度（ＴＢ）を上昇させることができるので、ユーザが浴槽（５
０）内で快適に身体を温めることができる。
【００１６】
　また、上記特徴の貯湯式給湯装置において、風呂熱回収運転の終了後、入出浴検出手段
（７１）によって浴槽（５０）内へ入浴が検出される迄は、浴槽用湯の温度（ＴＢ）を抑
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制温度（ＴＢＬ）に保つ抑制時自動保温運転を実行するようになっていてもよい。
【００１７】
　これによれば、風呂熱回収運転の終了後、抑制時自動保温運転が実行されるので、浴槽
用湯の温度（ＴＢ）を不必要に低下させることがなく、次にユーザが浴槽（５０）へ入浴
した際に、速やかに浴槽用湯の温度（ＴＢ）を上昇させることができる。さらに、浴槽用
湯の温度（ＴＢ）が目標温度（ＴＢＯ）よりも不必要に低温になっていることでユーザに
違和感を覚えさせてしまうことを抑制できる。
【００１８】
　また、上記特徴の貯湯式給湯装置において、ユーザの操作によって、浴槽用湯の目標温
度（ＴＢＯ）を設定する目標温度設定手段（８５）と、ユーザの操作によって、風呂熱回
収運転の実行を禁止する禁止要求手段（８５）と、を備え、禁止要求手段（８５）によっ
て風呂熱回収運転の実行が禁止されている際に、入出浴検出手段（７１）によって浴槽（
５０）内からの出浴が検出された際には、浴槽用湯の温度（ＴＢ）を前記目標温度（ＴＢ
Ｏ）に保つ通常時自動保温運転を実行するようになっていてもよい。
【００１９】
　これによれば、ユーザの好みに応じて、ユーザが浴槽（５０）から出浴した際に、浴槽
用湯の温度（ＴＢ）をユーザの所望の目標温度（ＴＢＯ）に保温しておくこともできる。
【００２０】
　なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１実施形態の貯湯式給湯装置の全体構成図である。
【図２】第１実施形態の貯湯式給湯装置の電気制御部を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態の貯湯式給湯装置の制御処理の要部を示すフローチャートである。
【図４】第１実施形態の温度抑制運転における浴槽用湯温の変化を示すタイムチャートで
ある。
【図５】第２実施形態の貯湯式給湯装置の制御処理の要部を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（第１実施形態）
　図１～図４を用いて、本発明の第１実施形態について説明する。本実施形態の貯湯式給
湯装置１０は、図１の全体構成図に示すように、ヒートポンプサイクル２０、貯湯タンク
３０、浴槽用熱交換器４０、浴槽５０等を備えて構成されている。
【００２３】
　ヒートポンプサイクル２０は、給湯水を加熱する加熱手段である。貯湯タンク３０は、
ヒートポンプサイクル２０によって加熱された給湯水を貯湯する貯湯手段である。浴槽用
熱交換器４０は、貯湯タンク３０に貯湯された給湯水と浴槽５０に貯められた浴槽用湯と
を熱交換させる浴槽用熱交換手段である。浴槽５０は、ユーザが入浴するための湯（浴槽
用湯）を貯めておくものである。
【００２４】
　より具体的には、ヒートポンプサイクル２０は、冷媒を圧縮する圧縮機、圧縮機から吐
出された高圧冷媒と貯湯タンク３０に貯湯される給湯水とを熱交換させて給湯水を加熱す
る放熱器としての水－冷媒熱交換器、水－冷媒熱交換器から流出した冷媒を減圧させる減
圧装置、および減圧装置にて減圧された低圧冷媒と外気とを熱交換させて低圧冷媒を蒸発
させる蒸発器としての室外熱交換器（いずれも図示せず。）を順次冷媒配管で接続して構
成された蒸気圧縮式の冷凍サイクルである。
【００２５】
　本実施形態のヒートポンプサイクル２０では、冷媒として二酸化炭素を採用しており、
圧縮機の吐出口側から減圧装置の入口側へ至るサイクルの高圧側冷媒圧力が冷媒の臨界圧
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力以上となる超臨界冷凍サイクルを構成している。また、ヒートポンプサイクル２０を構
成する電動式の各種構成機器は、後述する制御装置７０から出力される制御電圧あるいは
制御信号によって、その作動が制御される。
【００２６】
　ヒートポンプサイクル２０の水－冷媒熱交換器は、高圧冷媒を流通させる冷媒通路と給
湯水を流通させる水通路とを有している。この水通路の入口側には、入口側給湯水配管６
０ａを介して、貯湯タンク３０の下方側に設けられた下方側流入出口３０ａが接続されて
いる。また、水通路の出口側には、出口側給湯水配管６０ｄを介して、第１三方継手６１
ａの１つの流入出口が接続されている。
【００２７】
　この入口側給湯水配管６０ａには、貯湯タンク３０内へ水道水を供給する給水配管６０
ｂ、および貯湯タンク３０の下方側の給湯水あるいは水道水を、ヒートポンプサイクル２
０（具体的には、水－冷媒熱交換器の水通路）を迂回させて後述する三方弁６２側へ導く
バイパス配管６０ｃが接続されている。
【００２８】
　さらに、入口側給湯水配管６０ａには、貯湯タンク３０の下方側の給湯水あるいは水道
水を水－冷媒熱交換器の水通路へ圧送する沸上用水ポンプ６３ａが配置されている。
【００２９】
　この沸上用水ポンプ６３ａは、制御装置７０から出力される制御電圧によって、その作
動が制御される電動式の水ポンプである。さらに、本実施形態の沸上用水ポンプ６３ａは
、逆流防止機能を有している。従って、沸上用水ポンプ６３ａが停止していても、第１三
方継手６１ａ側から水通路側へ給湯水が逆流することはない。もちろん、沸上用水ポンプ
６３ａの吐出口側等に同様の機能を有する逆止弁を配置してもよい。
【００３０】
　出口側給湯水配管６０ｄに接続された第１三方継手６１ａの別の流入出口には、後述す
る浴槽用熱交換器４０の給湯水側通路４０ａの入口側、並びに、三方弁６２の１つの流入
出口が接続されている。さらに、三方弁６２の別の流入出口には、貯湯タンク３０の上方
側に設けられた上方側流入出口３０ｂ、並びに、バイパス配管６０ｃの出口側が接続され
ている。
【００３１】
　三方弁６２は、給湯水が流れる給湯水流路を切り替える給湯水流路切替手段であって、
制御装置７０から出力される制御電圧によって、その作動が制御される。具体的には、本
実施形態の三方弁６２は、貯湯タンク３０の下方側流入出口３０ａと第１三方継手６１ａ
とを接続する給湯水流路、および貯湯タンク３０の上方側流入出口３０ｂと第１三方継手
６１ａとを接続する給湯水流路を切り替える機能を果たす。
【００３２】
　次に、貯湯タンク３０は、耐食性に優れた金属（例えば、ステンレス）にて中空円柱状
に形成され、軸方向が略鉛直方向に延びる縦長形状に形成されている。さらに、貯湯タン
ク３０は、外周を断熱材で覆う断熱構造あるいは二重タンクによる真空断熱構造等を有し
ており、高温の給湯水を長時間保温しながら貯湯することができる。
【００３３】
　ここで、ヒートポンプサイクル２０の水－冷媒熱交換器にて加熱された給湯水は、後述
の沸上運転で説明するように、第１三方継手６１ａおよび三方弁６２を介して、貯湯タン
ク３０の上方側流入出口３０ｂから貯湯タンク３０内へ流入する。従って、貯湯タンク３
０内の給湯水には、上方側から下方側へ向かって、温度が徐々に低下する温度分布が生じ
やすい。
【００３４】
　また、本実施形態の貯湯タンク３０には、前述した下方側流入出口３０ａ、および上方
側流入出口３０ｂの他に、貯湯タンク３０内に貯湯された給湯水のうち上方側の高温の給
湯水を流出させる上方側流出口３０ｃ、貯湯タンク３０内に貯湯された給湯水のうち上下
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方向中間部位の中間温度の給湯水を流出させる中間側流出口３０ｄ、浴槽用熱交換器４０
の給湯水側通路４０ａから流出した給湯水を貯湯タンク３０内の上下方向中間部位へ流入
させる中間側流入口３０ｅが設けられている。
【００３５】
　なお、図１では、図示の明確化のために、中間側流出口３０ｄが中間側流入口３０ｅよ
りも上方側に配置された例を示しているが、これに限定されることなく、中間側流出口３
０ｄを中間側流入口３０ｅよりも下方側に配置してもよい。さらに、中間側流出口３０ｄ
と中間側流入口３０ｅとを略同等の高さで配置してもよい。
【００３６】
　貯湯タンク３０の上方側流出口３０ｃには、温度調整弁６４ａの一方の流入口が接続さ
れている。また、中間側流出口３０ｄには、温度調整弁６４ａの他方の流入口が接続され
ている。温度調整弁６４ａは、上方側流出口３０ｃから流出した給湯水と中間側流出口３
０ｄから流出した給湯水との混合比率を調整して、下流側に流出させる給湯水の温度を調
整する湯温調整手段である。
【００３７】
　より詳細には、温度調整弁６４ａは、上方側流出口３０ｃから流出した高温の給湯水を
流通させる通路の通路断面積と、中間側流出口３０ｄから流出した中間温度の給湯水を流
通させる通路の通路断面積とを同時に変化させる弁体、およびこの弁体を変位させる電動
アクチュエータを有する三方式の流量調整弁で構成されている。この電動アクチュエータ
は、制御装置７０から出力される制御信号によって、その作動が制御される。
【００３８】
　さらに、本実施形態の温度調整弁６４ａは、高温の給湯水を流通させる通路および中間
温度の給湯水を流通させる通路のうち、一方の通路を全開として他方の通路を全閉とする
こともできる。
【００３９】
　温度調整弁６４ａの出口側には、浴槽用温度調整弁６４ｂの一方の流入口が接続されて
いる。浴槽用温度調整弁６４ｂの基本的構成は、温度調整弁６４ａと同様である。浴槽用
温度調整弁６４ｂの他方の流入口には、給水配管６０ｂが接続されている。従って、浴槽
用温度調整弁６４ｂは、温度調整弁６４ａから流出した給湯水と水道水との混合比率を調
整して、下流側に流出させる給湯水の温度を調整するものである。
【００４０】
　浴槽用温度調整弁６４ｂから流出した湯は浴槽用湯として、浴槽用水循環回路６０ｅを
介して、浴槽５０へ供給される。従って、浴槽用温度調整弁６４ｂは、浴槽５０へ供給さ
れる湯の温度を調整する浴槽用湯温調整手段を構成している。
【００４１】
　より具体的には、浴槽用温度調整弁６４ｂの出口側には、浴槽用開閉弁６５を介して、
浴槽用水循環回路６０ｅに配置された第２三方継手６１ｂの一つの流入出口が接続されて
いる。浴槽用開閉弁６５は、浴槽用温度調整弁６４ｂの出口側と浴槽用水循環回路６０ｅ
とを接続する浴槽用配管６０ｆを開閉する開閉手段であって、制御装置７０から出力され
る制御信号によって、その作動が制御される電磁弁である。
【００４２】
　浴槽用水循環回路６０ｅは、浴槽５０内と浴槽用熱交換器４０の浴槽用湯側通路４０ｂ
との間で浴槽用湯を循環させる水循環回路である。浴槽用水循環回路６０ｅには、浴槽５
０の上下方向中間位置に設けられた浴槽用湯吸入口から浴槽用湯を吸入して浴槽用湯側通
路４０ｂへ圧送する浴槽用水ポンプ６３ｂが配置されている。この浴槽用水ポンプ６３ｂ
の基本的構成は、沸上用水ポンプ６３ａと同様である。
【００４３】
　そして、浴槽用水ポンプ６３ｂの吐出口側には、第２三方継手６１ｂの別の流入出口が
接続されており、第２三方継手６１ｂのさらに別の流入出口には、浴槽用湯側通路４０ｂ
の入口側が接続されている。さらに、浴槽用湯側通路４０ｂの出口側には、浴槽５０の下
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方側に配置された浴槽用湯吐出口が接続されている。
【００４４】
　なお、本実施形態の温度調整弁６４ａの出口側には、図示しないシャワー用温度調整弁
、蛇口用温度調整弁等が、浴槽用温度調整弁６４ｂに対して並列的に接続されている。こ
れらのシャワー用温度調整弁および蛇口用温度調整弁は、それぞれ温度調整弁６４ａから
流出した給湯水と水道水とを混合させて、ユーザの所望の温度となった給湯水をシャワー
、蛇口等の給湯端末へ供給することができる。
【００４５】
　次に、浴槽用熱交換器４０は、前述の如く、第１三方継手６１ａから流出した給湯水を
流通させる給湯水側通路４０ａと、浴槽用水循環回路６０ｅを循環する浴槽用湯を流通さ
せる浴槽用湯側通路４０ｂとを有し、給湯水側通路４０ａを流通する給湯水と浴槽用湯側
通路４０ｂを流通する浴槽用湯とを熱交換させるものである。
【００４６】
　さらに、本実施形態では、浴槽用熱交換器４０として、給湯水側通路４０ａを流通する
給湯水の流れ方向と浴槽用湯側通路４０ｂを流通する浴槽用湯の流れ方向が対向流となる
対向流型の熱交換器を採用している。
【００４７】
　また、給湯水側通路４０ａの出口側には、給湯水側通路４０ａから流出した給湯水を貯
湯タンク３０の中間側流入口３０ｅへ圧送する給湯水ポンプ６３ｃが配置されている。こ
の給湯水ポンプ６３ｃの基本的構成は、沸上用水ポンプ６３ａと同様である。
【００４８】
　次に、図２のブロック図を用いて、本実施形態の貯湯式給湯装置１０の電気制御部の概
要について説明する。制御装置７０は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等を含む周知のマイ
クロコンピュータとその周辺回路から構成されている。そして、そのＲＯＭ内に記憶され
た制御プログラムに基づいて各種演算、処理を行い、その出力側に接続された各種制御対
象機器の作動を制御するものである。
【００４９】
　制御装置７０の出力側には、ヒートポンプサイクル２０の構成機器（具体的には、圧縮
機、減圧装置）、三方弁６２、沸上用水ポンプ６３ａ、浴槽用水ポンプ６３ｂ、給湯水ポ
ンプ６３ｃ、温度調整弁６４ａ、浴槽用温度調整弁６４ｂ、浴槽用開閉弁６５等の各種制
御対象機器が接続されている。
【００５０】
　一方、制御装置７０の入力側には、赤外線センサ７１、水位センサ７２、タンク内温度
センサ７３、浴槽用湯温センサ７４、外気温センサ７５等が接続され、これらのセンサ群
の検出信号が制御装置７０へ入力される。
【００５１】
　赤外線センサ７１は、浴室内の浴槽５０近傍に配置されており、検出された赤外線の変
化量等に応じて、ユーザの浴槽５０内への入浴（すなわち、ユーザが浴槽５０に貯められ
た浴槽用湯へ入ったこと）およびユーザの浴槽５０内からの出浴（すなわち、ユーザが浴
槽５０に貯められた浴槽用湯から出たこと）を検出する入出浴検出手段である。
【００５２】
　水位センサ７２は、浴槽用水循環回路６０ｅの浴槽用湯吸入口近傍に配置されており、
検出された水圧の変化等に応じて、浴槽５０内の浴槽用湯の量ＷＬを検出する湯量検出手
段である。
【００５３】
　タンク内温度センサ７３は、貯湯タンク３０内に貯湯された給湯水の温度を検出するタ
ンク内温度検出手段である。より具体的には、本実施形態のタンク内温度センサ７３は、
貯湯タンク３０内に上下方向に並んで配置された複数個（本実施形態では、５つ）の温度
センサによって構成されている。
【００５４】
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　これにより、制御装置７０では、複数のタンク内温度センサ７３の出力信号によって、
貯湯タンク３０内の水位に応じた給湯水の温度、および貯湯タンク３０内の温度分布を検
出することができる。
【００５５】
　また、浴槽用湯温センサ７４は、浴槽５０内に貯められた浴槽用湯の温度（浴槽用湯温
）ＴＢを検出する浴槽用湯温検出手段である。また、外気温センサ７５は、ヒートポンプ
サイクル２０の室外熱交換器にて低圧冷媒と熱交換する外気温を検出する外気温検出手段
である。
【００５６】
　さらに、制御装置７０の入力側には、浴室内等に配置されたリモコン（操作パネル）８
０が接続されている。このリモコン８０には、貯湯式給湯装置１０の作動状態を表示する
表示部としてのディスプレイ８１、およびユーザによって操作される各種入力手段として
の各種スイッチ８２～８７が設けられている。
【００５７】
　従って、本実施形態のリモコン８０は、貯湯式給湯装置１０の運転状態等を示す情報を
表示する表示装置としての機能と、ユーザの操作によって各種操作信号を入力する操作信
号入力手段としての機能とを兼ね備えている。
【００５８】
　各種スイッチ８２～８７としては、作動スイッチ８２、湯張りスイッチ８３、自動保温
スイッチ８４、温度抑制運転スイッチ８５、浴槽用温度設定スイッチ８６、抑制温度設定
スイッチ８７等がある。
【００５９】
　作動スイッチ８２は、貯湯式給湯装置１０の作動を要求する作動要求信号および停止を
要求する停止要求信号を出力するためのものである。湯張りスイッチ８３は、浴槽５０の
湯張りを行うことを要求する信号を出力するためのものである。自動保温スイッチ８４は
、浴槽５０内に貯められた浴槽用湯を保温する自動保温運転の実行を要求する信号を出力
するためのものである。
【００６０】
　また、温度抑制運転スイッチ８５は、入浴前後の温度差によるユーザの身体的負担を軽
減するため温度抑制運転の実行を許可あるいは禁止する禁止要求手段である。浴槽用温度
設定スイッチ８６は、浴槽５０内の浴槽用湯の目標温度ＴＢＯを設定する目標温度設定手
段である。抑制温度設定スイッチ８７は、温度抑制運転時の浴槽５０内の浴槽用湯の目標
温度に対応する抑制温度ＴＢＬを設定する抑制温度設定手段である。
【００６１】
　さらに、リモコン８０には、その他の各給湯端末から出湯される給湯水の目標出湯温度
等を設定する温度設定スイッチ等が設けられており、これらのスイッチの操作信号が制御
装置７０へ入力される。
【００６２】
　ここで、本実施形態の抑制温度設定スイッチ８７では、抑制温度ＴＢＬを、目標温度Ｔ
ＢＯよりも低い温度に設定することができ、目標温度ＴＢＯ以上の温度に設定することは
できない。
【００６３】
　また、本実施形態の制御装置７０は、その出力側に接続された各種制御対象機器を制御
する制御手段が一体的に構成されたものであるが、制御装置７０のうちそれぞれの制御対
象機器の作動を制御する構成（ハードウェアおよびソフトウェア）が、それぞれの制御対
象機器の作動を制御する制御手段を構成している。
【００６４】
　例えば、制御装置７０のうち、ヒートポンプサイクル２０（圧縮機、減圧装置）の作動
を制御する構成がヒートポンプ制御手段を構成しており、三方弁６２の作動を制御する構
成が給湯水流路制御手段を構成している。さらに、これらの制御手段を制御装置７０に対
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して別の装置で構成してもよい。
【００６５】
　次に、上記構成における本実施形態の貯湯式給湯装置１０の作動について説明する。貯
湯式給湯装置１０に外部から電源が供給された状態で、リモコン８０の作動スイッチ８２
が投入されると、制御装置７０が予め記憶回路に記憶している制御処理（制御プログラム
）を実行する。
【００６６】
　この制御処理のメインルーチンでは、上述した各種センサの検出信号およびリモコン８
０の操作信号に基づいて、各種サブルーチンを呼び出して、貯湯タンク３０内に貯湯され
る給湯水を加熱する沸上運転、浴槽５０内に浴槽用湯を貯める湯張り運転、浴槽５０内に
溜められた浴槽用湯を保温するための自動保温運転や温度抑制運転等を実行する。以下に
、各運転の詳細について説明する。
【００６７】
　（ａ）沸上運転
　沸上運転は、貯湯タンク３０内に加熱された給湯水を貯めるために実行される。沸上運
転では、制御装置７０が、ヒートポンプサイクル２０を作動させるとともに、沸上用水ポ
ンプ６３ａを作動させ、さらに、第１三方継手６１ａと貯湯タンク３０の上方側流入出口
３０ｂとを接続するように三方弁６２の作動を制御する。
【００６８】
　従って、沸上運転では、図１の細破線矢印で示すように、貯湯タンク３０の下方側流入
出口３０ａから流出した給湯水あるいは水道水が、沸上用水ポンプ６３ａに吸入されてヒ
ートポンプサイクル２０の水－冷媒熱交換器の水通路へ圧送される。水通路へ圧送された
給湯水は、冷媒通路を流通する高温高圧冷媒と熱交換して加熱される。
【００６９】
　さらに、水通路から流出した高温の給湯水は、第１三方継手６１ａおよび三方弁６２を
介して、貯湯タンク３０の上方側流入出口３０ｂへ流入する。これにより、貯湯タンク３
０内の上方側に高温の給湯水が貯湯される。この際、沸上運転では、給湯水ポンプ６３ｃ
が停止しているので、給湯水ポンプ６３ｃの逆流防止機能により、第１三方継手６１ａか
ら浴槽用熱交換器４０側へ給湯水が流出することはない。
【００７０】
　沸上運転は、タンク内温度センサ７３によって検出された貯湯タンク３０内の上方側の
給湯水の温度が基準沸上温度（例えば、９０℃）以上となるまで継続される。
【００７１】
　なお、本実施形態の制御装置７０では、タイマー手段等を用いて、夜間の安価な商用電
力を利用できる深夜電力時間帯（例えば、２３時から翌朝７時迄）に沸上運転を実行して
いる。これにより、本実施形態の貯湯式給湯装置１０では、貯湯タンク３０に貯えられる
給湯水を沸き上げるために必要な電力コストを低減させている。
【００７２】
　（ｂ）湯張り運転
　湯張り運転は、沸上運転が完了している状態で、リモコン８０の湯張りスイッチ８３が
投入されると実行される。湯張り運転では、制御装置７０が、浴槽用開閉弁６５を開くと
ともに、温度調整弁６４ａおよび浴槽用温度調整弁６４ｂの作動を制御する。
【００７３】
　より具体的には、温度調整弁６４ａについては、温度調整弁６４ａから流出する給湯水
がリモコン８０にて設定された最高出湯温度（例えば、６０℃）となるように、その作動
が制御される。
【００７４】
　浴槽用温度調整弁６４ｂについては、基本的には、浴槽５０内へ流入する湯が、浴槽用
温度設定スイッチ８６によって設定された目標温度ＴＢＯ（例えば、４１℃）となるよう
に、その作動が制御される。例外的には、リモコン８０の自動保温スイッチ８４が投入さ
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れ、かつ、温度抑制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行が許可されている際に
は、浴槽５０内へ流入する湯が、抑制温度設定スイッチ８７によって設定された抑制温度
ＴＢＬ（例えば、３８℃）となるように、その作動が制御される。
【００７５】
　従って、湯張り運転では、図１の細線矢印で示すように、水道水の水圧によって貯湯タ
ンク３０の上方側流出口３０ｃから流出した高温の給湯水と中間側流出口３０ｄから流出
した中間温度の給湯水が、温度調整弁６４ａにて混合される。さらに、温度調整弁６４ａ
から流出した給湯水と水道水が、浴槽用温度調整弁６４ｂにて混合される。
【００７６】
　そして、浴槽用温度調整弁６４ｂから流出した給湯水が、第２三方継手６１ｂを介して
、浴槽用水循環回路６０ｅへ流入する。浴槽用水循環回路６０ｅへ流入した給湯水は、浴
槽用熱交換器４０の浴槽用湯側通路４０ｂを介して、浴槽５０内に溜められる。この際、
湯張り運転では、給湯水ポンプ６３ｃが停止しているので、浴槽用湯側通路４０ｂを流通
する給湯水が浴槽用熱交換器４０にて加熱あるいは冷却されることはない。
【００７７】
　湯張り運転は、水位センサ７２によって検出された浴槽５０内の浴槽用湯の量ＷＬが、
予め定めた基準湯量ＫＷＬとなるまで継続される。
【００７８】
　（ｃ）自動保温運転
　自動保温運転は、湯張り運転が完了している状態で、リモコン８０の自動保温スイッチ
８４が投入されている場合に実行される。自動保温運転では、浴槽用湯温センサ７４によ
って検出された浴槽用湯温ＴＢが目標保温用温度よりも所定量低い温度（例えば、１℃低
い温度）となった際に、追い炊き運転を実行する。
【００７９】
　この追い炊き運転では、制御装置７０が、第１三方継手６１ａと貯湯タンク３０の上方
側流入出口３０ｂとを接続するように三方弁６２の作動を制御するとともに、給湯水ポン
プ６３ｃおよび浴槽用水ポンプ６３ｂを作動させる。
【００８０】
　従って、追い炊き運転では、図１の太実線矢印に示すように、上方側流入出口３０ｂか
ら流出した高温の給湯水が、三方弁６２および第１三方継手６１ａを介して、浴槽用熱交
換器４０の給湯水側通路４０ａへ流入する。給湯水側通路４０ａへ流入した高温の給湯水
は、浴槽用湯側通路４０ｂを流通する浴槽用湯に放熱する。
【００８１】
　給湯水側通路４０ａから流出した給湯水は、給湯水ポンプ６３ｃへ吸入されて中間側流
入口３０ｅから貯湯タンク３０内へ流入する。この際、追い炊き運転では、沸上用水ポン
プ６３ａが停止しているので、沸上用水ポンプ６３ａの逆流防止機能により、第１三方継
手６１ａからヒートポンプサイクル２０の水－冷媒熱交換器側へ給湯水が流出することは
ない。
【００８２】
　また、図１の二重線矢印に示すように、浴槽用水ポンプ６３ｂから圧送された浴槽用湯
が浴槽用熱交換器４０の浴槽用湯側通路４０ｂへ流入する。浴槽用湯側通路４０ｂへ流入
した浴槽用湯は、給湯水側通路４０ａを流通する高温の給湯水から吸熱する。これにより
、浴槽用湯が加熱される。この際、追い炊き運転では、浴槽用開閉弁６５が閉じているの
で、浴槽用水ポンプ６３ｂから圧送された浴槽用湯が浴槽用温度調整弁６４ｂ側へ逆流し
てしまうことはない。
【００８３】
　自動保温運転時の追い炊き運転は、浴槽用湯温センサ７４によって検出された浴槽用湯
温ＴＢが目標保温用温度以上となるまで継続される。
【００８４】
　また、本実施形態の自動保温運転では、湯張り運転が完了している状態で、自動保温ス
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イッチ８４が投入され、さらに、温度抑制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行
が許可されている際には、目標保温用温度を抑制温度ＴＢＬとしている。つまり、温度抑
制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行が許可されている際に実行される自動保
温運転は、特許請求の範囲に記載された抑制時自動保温運転に対応している。
【００８５】
　一方、湯張り運転が完了している状態で、自動保温スイッチ８４が投入され、さらに、
温度抑制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行が禁止されている際には、目標保
温用温度を目標温度ＴＢＯとしている。つまり、温度抑制運転スイッチ８５によって温度
抑制運転の実行が禁止されている際に実行される自動保温運転は、特許請求の範囲に記載
された通常時自動保温運転に対応している。
【００８６】
　（ｄ）温度抑制運転
　温度抑制運転は、湯張り運転が完了している状態で、自動保温スイッチ８４が投入され
、さらに、温度抑制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行が許可されている際に
実行される。
【００８７】
　温度抑制運転の詳細については、図３のフローチャートを用いて説明する。なお、図３
に示す制御処理は、制御装置７０が実行する制御処理のメインルーチンのサブルーチンと
して実行されるものである。また、図３のフローチャートの各制御ステップは、制御装置
７０が有する各種の機能実現手段を構成している。
【００８８】
　まず、図３のステップＳ１では、自動保温スイッチ８４が投入されているか否かが判定
される。ステップＳ１にて、自動保温スイッチ８４が投入されていると判定された際には
、ステップＳ２へ進み、自動保温スイッチ８４が投入されていないと判定された際には、
メインルーチンへ戻る。
【００８９】
　ステップＳ２では、温度抑制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行が許可され
ているか否かが判定される。ステップＳ２にて、温度抑制運転の実行が許可されていると
判定された際には、ステップＳ３へ進み、温度抑制運転の実行が禁止されていると判定さ
れた際には、メインルーチンへ戻る。
【００９０】
　ステップＳ３では、赤外線センサ７１の検出信号を読み込み、読み込まれた検出信号に
基づいて、浴槽５０内からユーザが出浴しているか否かが判定される。換言すると、ステ
ップＳ３では、浴槽５０内にユーザが入浴しているか否かが判定される。ステップＳ３に
て、浴槽５０内からユーザが出浴していると判定された際には、ステップＳ４へ進み、浴
槽５０内にユーザが入浴していると判定された際には、ステップＳ８へ進む。
【００９１】
　ステップＳ４では、目標保温用温度を抑制温度ＴＢＬとした自動保温運転（すなわち、
抑制時自動保温運転）が実行される。
【００９２】
　続くステップＳ５では、赤外線センサ７１の検出信号を読み込み、読み込まれた検出信
号に基づいて、浴槽５０内にユーザが入浴したか否かが判定される。ステップＳ５にて、
浴槽５０内にユーザが入浴したと判定された際には、ステップＳ６へ進み、浴槽５０内に
ユーザが入浴していないと判定された際には、ステップＳ１へ戻る。
【００９３】
　ステップＳ６では、自動保温運転と同様の追い炊き運転が実行されて、ステップＳ７へ
進む。つまり、ステップＳ６では、浴槽用湯温センサ７４によって検出された浴槽用湯温
ＴＢが目標保温用温度以上となるまで追い炊き運転が実行される。ステップＳ７では、目
標保温用温度を目標温度ＴＢＯとした自動保温運転（すなわち、通常時自動保温運転）が
実行されて、ステップＳ１へ戻る。
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【００９４】
　一方、ステップＳ３にて、浴槽５０内にユーザが入浴していると判定された際には、ス
テップＳ８へ進み、通常時自動保温運転が実行される。
【００９５】
　続くステップＳ９では、赤外線センサ７１の検出信号を読み込み、読み込まれた検出信
号に基づいて、浴槽５０内からユーザが出浴したか否かが判定される。ステップＳ９にて
、浴槽５０内からユーザが出浴したと判定された際には、ステップＳ１０へ進み、浴槽５
０内からユーザが出浴していないと判定された際には、ステップＳ１へ戻る。
【００９６】
　ステップＳ１０では、風呂熱回収運転が実行されてステップＳ１１へ進む。ここで、風
呂熱回収運転について説明する。風呂熱回収運転では、制御装置７０が、貯湯タンク３０
の下方側流入出口３０ａと第１三方継手６１ａとを接続するように三方弁６２の作動を制
御するとともに、給湯水ポンプ６３ｃおよび浴槽用水ポンプ６３ｂを作動させる。
【００９７】
　従って、風呂熱回収運転では、図１の太破線矢印に示すように、下方側流入出口３０ａ
から流出した低温の給湯水が、バイパス配管６０ｃ、三方弁６２、および第１三方継手６
１ａを介して、浴槽用熱交換器４０の給湯水側通路４０ａへ流入する。また、図１の二重
線矢印に示すように、浴槽用水ポンプ６３ｂから圧送された浴槽用湯が、浴槽用湯側通路
４０ｂへ流入する。
【００９８】
　浴槽用熱交換器４０では、給湯水側通路４０ａを流通する低温の給湯水と浴槽用湯側通
路４０ｂを流通する浴槽用湯が熱交換して、給湯水の温度が上昇し、浴槽用湯の温度が低
下する。
【００９９】
　給湯水側通路４０ａから流出した給湯水は、給湯水ポンプ６３ｃに吸入されて、中間側
流入口３０ｅから貯湯タンク３０内へ流入する。これにより、浴槽用湯の有する熱が貯湯
タンク３０内に回収される。浴槽用湯側通路４０ｂから流出した浴槽用湯は、浴槽５０内
へ戻る。
【０１００】
　さらに、風呂熱回収運転では、沸上用水ポンプ６３ａが停止しているので、沸上用水ポ
ンプ６３ａの逆流防止機能により、第１三方継手６１ａからヒートポンプサイクル２０の
水－冷媒熱交換器側へ給湯水が流出することはない。また、浴槽用開閉弁６５が閉じてい
るので、浴槽用水ポンプ６３ｂから圧送された浴槽用湯が浴槽用温度調整弁６４ｂ側へ逆
流してしまうことはない。
【０１０１】
　風呂熱回収運転は、浴槽用湯温センサ７４によって検出された浴槽用湯温ＴＢが抑制温
度ＴＢＬとなるまで継続される。続くステップＳ１１では、目標保温用温度を抑制温度Ｔ
ＢＬとした自動保温運転（すなわち、抑制時自動保温運転）が実行されて、ステップＳ１
へ戻る。
【０１０２】
　従って、温度抑制運転時には、図４のタイムチャートに示すように、浴槽内の温度が変
化することになる。
【０１０３】
　つまり、入出浴検出手段を構成する赤外線センサ７１によって、ユーザの浴槽５０内か
らの出浴が検出された際には、風呂熱回収運転を実行することによって、浴槽用湯温ＴＢ
を抑制運転ＴＢＬに近づくように低下させた後に、抑制時自動保温運転を実行する。
【０１０４】
　一方、風呂熱回収運転の実行開始後、赤外線センサ７１によって、ユーザの浴槽５０内
への入浴が検出された際には、追い炊き運転を実行することによって、浴槽用湯温ＴＢを
目標温度ＴＢＯ以上となるように上昇させた後に、通常時自動保温運転を実行する。
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【０１０５】
　本実施形態の貯湯式給湯装置１０は、以上の如く作動して、沸上運転時には、高温の給
湯水を貯湯タンク３０内に貯えることができる。さらに、湯張り運転時には、浴槽５０内
に浴槽用湯を張る（流入させる）ことができる。さらに、自動保温運転時には、ユーザの
リモコン８０の操作に応じて、浴槽用湯を適切な温度に保温することができる。
【０１０６】
　ここで、自動保温運転によって浴槽用湯が比較的に高温に保温されていると、冬場の寒
い時期等には、比較的低温の脱衣所や浴室から浴槽内へ入浴したときの温度差が大きくな
る。このような温度差は、例えば、ユーザの血圧等を急変化させてユーザの身体に大きな
負担をかける、いわゆるヒートショックの原因となる。
【０１０７】
　これに対して、本実施形態の貯湯式給湯装置１０では、ユーザがリモコン８０の温度抑
制運転スイッチ８５によって、温度抑制運転の実行を許可することで、温度抑制運転を実
行できるので、入浴前後の温度差によるユーザの身体的負担を軽減することができる。
【０１０８】
　すなわち、温度抑制運転では、ユーザが浴槽５０に貯められた浴槽用湯から出た際に、
風呂熱回収運転が実行されるので、次にユーザが浴槽５０に貯められた浴槽用湯へ入る迄
に、浴槽用湯温ＴＢを低下させることができる。
【０１０９】
　従って、次にユーザが浴槽５０へ入浴する際の浴室と浴槽用湯との温度差を縮小させる
ことができ、入浴前後の温度差によるユーザの身体的負担を軽減することができる。また
、入浴前後の温度差によるユーザの身体的負担を軽減するために、ユーザが入浴直前に浴
槽５０内へ温度の低い水（水道水）を追加するといった煩わしさもなくなる。
【０１１０】
　さらに、ユーザが再び浴槽５０へ入浴した際には、追い炊き運転が実行されるので、ユ
ーザが入浴している間に浴槽用湯温ＴＢを上昇させることができ、ユーザが浴槽５０内で
身体を温めることができる。
【０１１１】
　これに加えて、風呂熱回収運転では、浴槽用熱交換器４０にて浴槽用湯よりも低温の給
湯水と浴槽用湯とを熱交換させるので、浴槽用湯の有する熱を貯湯タンク３０内に回収す
ることができる。従って、貯湯タンク３０に貯湯される給湯水を加熱する際にヒートポン
プサイクル２０にて消費されるエネルギ（本実施形態では、電気エネルギ）の省エネルギ
化を図ることもできる。
【０１１２】
　また、本実施形態の貯湯式給湯装置１０によれば、温度抑制運転スイッチ８５を備えて
おり、ユーザが浴槽５０へ入浴した際の追い炊き運転時に、ユーザによって設定された目
標温度ＴＢＯ以上となるように浴槽用湯温ＴＢを上昇させることができる。従って、ユー
ザが浴槽５０内で快適に身体を温めることができる。
【０１１３】
　また、本実施形態の貯湯式給湯装置１０によれば、抑制温度設定スイッチ８７を備えて
おり、ユーザが浴槽５０から出浴した際の風呂熱回収運転時に、ユーザによって設定され
た抑制温度ＴＢＬに近づくように浴槽用湯温ＴＢを低下させることができる。従って、ユ
ーザが違和感を覚えてしまう程度に浴槽用湯温ＴＢを低下させてしまうことがない。
【０１１４】
　また、本実施形態の貯湯式給湯装置１０によれば、図４からも明らかなように、風呂熱
回収運転の終了後、再びユーザが浴槽５０内へ入浴する迄は、抑制時自動保温運転を実行
する。これによれば、浴槽用湯温ＴＢを不必要に低下させることがなく、次にユーザが浴
槽５０へ入浴した際に、速やかに浴槽用湯温ＴＢを上昇させることができる。
【０１１５】
　また、本実施形態の貯湯式給湯装置１０によれば、温度抑制運転スイッチ８５を備えて
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いるので、ユーザの好みに応じて温度抑制運転の実行を禁止して、ユーザが浴槽５０から
出浴した際に、通常時自動保温運転を実行して、浴槽用湯温ＴＢをユーザの所望の目標温
度ＴＢＯに保温しておくこともできる。
【０１１６】
　また、本実施形態の貯湯式給湯装置１０によれば、自動保温スイッチ８４が投入され、
かつ、温度抑制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行が許可されている際の湯張
り運転時には、抑制温度ＴＢＬに調整された湯が浴槽５０内に貯められる。従って、湯張
り後初めて入浴するユーザの身体的負担を軽減することもできる。
【０１１７】
　また、本実施形態の貯湯式給湯装置１０によれば、自動保温スイッチ８４が投入され、
かつ、温度抑制運転スイッチ８５によって温度抑制運転の実行が許可されている際の湯張
り運転の終了後、初めてユーザが入浴する迄は、抑制時自動保温運転を実行する。従って
、湯張り後初めて入浴するユーザが違和感を覚えてしまう程度に浴槽用湯温ＴＢを低下さ
せてしまうことがない。
【０１１８】
　（第２実施形態）
　本実施形態では、図５のフローチャートに示すように、第１実施形態に対して、温度抑
制運転時の制御態様を変更した例を説明する。具体的には、本実施形態の温度抑制運転で
は、ステップＳ１０にて実行される風呂熱回収運転の実行後に、ステップＳ１００へ進み
足し湯運転を実行する。
【０１１９】
　足し湯運転では、水位センサ７２の検出信号を読み込み、浴槽５０内の浴槽用湯の量Ｗ
Ｌが基準湯量ＫＷＬより少なくなっている場合には、量ＷＬが基準湯量ＫＷＬとなるよう
に、浴槽５０内に浴槽用湯を追加する。浴槽５０内に浴槽用湯を追加する際には、湯張り
運転時と同様に、制御装置７０が、浴槽用開閉弁６５を開くとともに、温度調整弁６４ａ
および浴槽用温度調整弁６４ｂの作動を制御する。
【０１２０】
　さらに、足し湯運転では、浴槽５０内に供給される湯が抑制温度ＴＢＬとなるように、
浴槽用温度調整弁６４ｂの作動が制御される。その他の作動および構成は、第１実施形態
と同様である。従って、本実施形態の貯湯式給湯装置１０によれば、第１実施形態と同様
の効果が得られるだけでなく、ユーザが浴槽５０内から出浴した後に、次のユーザが浴槽
５０内へ入浴する際に、浴槽用湯の量ＷＬが少なくなっていることを防止できる。
【０１２１】
　（他の実施形態）
　本発明は上述の実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、
以下のように種々変形可能である。
【０１２２】
　（１）上述の実施形態では、加熱手段としてヒートポンプサイクル２０を採用した例を
説明したが、加熱手段はこれに限定されない。例えば、燃料を燃焼させて給湯水を加熱す
るボイラー等を採用してもよい。
【０１２３】
　（２）上述の実施形態では、入出浴検出手段として、赤外線センサ７１を採用した例を
説明したが、入出浴検出手段はこれに限定されない。例えば、水位センサ７２を採用して
もよいし、赤外線センサ７１と水位センサ７２の双方の検出信号からユーザの入出浴を検
出するようにしてもよい。
【０１２４】
　（３）上述の実施形態では、浴槽用熱交換手段として、浴槽用熱交換器４０を採用した
例を説明したが、浴槽用熱交換手段はこれに限定されない。
【０１２５】
　例えば、浴槽用熱交換手段を２つの熱交換器で構成し、一方の熱交換器を、専ら貯湯タ
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器とし、他方の熱交換器を、専ら貯湯タンク３０のうち下方側の高温側の給湯水と浴槽用
湯とを熱交換させる熱回収専用熱交換器としてもよい。
【０１２６】
　（４）上述の実施形態では、抑制温度設定手段として、抑制温度ＴＢＬを設定する抑制
温度設定スイッチ８７を採用した例を説明したが、抑制温度設定手段として、目標温度Ｔ
ＢＯと抑制温度ＴＢＬとの差分を入力するスイッチを採用してもよい。
【０１２７】
　（５）上述の実施形態では、禁止要求手段として、温度抑制運転スイッチ８５を採用し
た例を説明したが、この禁止要求手段を廃止してもよい。
【０１２８】
　さらに、制御装置７０のカレンダー機能（日付管理機能）に基づいて、例えば、冬季に
は温度抑制運転の実行を許可し、他の季節帯には温度抑制運転の実行を禁止するようにし
てもよい。また、外気温や脱衣所の温度が予め定めた基準温度よりも低くなっている際に
は温度抑制運転の実行を許可するようにしてもよい。
【０１２９】
　（６）上述の実施形態では、給湯水流路切替手段として、三方弁６２を採用した例を説
明したが、給湯水流路切替手段はこれに限定されない。沸上運転時における給湯水流路、
追い炊き運転時における給湯水流路、および風呂熱介す湯運転時における給湯水流路等を
適切に切替可能であれば、複数の開閉弁（電磁弁）等を組み合わせて給湯水流路切替手段
を構成してもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
　１０　貯湯式給湯装置
　２０　ヒートポンプサイクル（加熱手段）
　３０　貯湯タンク（貯湯手段）
　４０　浴槽用熱交換器（浴槽用熱交換手段）
　５０　浴槽
　７１　赤外線センサ（入出浴検出手段）
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