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(57)【要約】
【課題】給湯装置と蓄熱装置と冷媒回路とを備えた給湯
空調システムのランニングコストを低減する。
【解決手段】給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運転
と、第２蓄冷運転と、利用冷房運転とを行う。熱源側熱
交換器（21）は、冷媒を室外空気と熱交換させる。給湯
側熱交換器（26）には、給湯装置（70）の給湯用冷媒回
路（80）が接続される。蓄熱側熱交換器（31）には、蓄
熱装置（90）の蓄熱媒体回路（92）が接続される。第１
蓄冷運転中には、給湯側熱交換器（26）が凝縮器となっ
て蓄熱側熱交換器（31）が蒸発器となり、給湯装置（70
）が貯湯槽（71）の水を加熱し、蓄熱装置（90）が蓄熱
槽（91）に冷熱を蓄える。第２蓄冷運転中には、熱源側
熱交換器（21）が凝縮器となって蓄熱側熱交換器（31）
が蒸発器となり、蓄熱装置（90）が蓄熱槽（91）に冷熱
を蓄える。利用冷房運転中の給湯空調システム（10）は
、蓄熱槽（91）に蓄えた冷熱を利用して室内を冷房する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給湯用の温水を蓄える貯湯槽（71）が設けられた給湯装置（70）と、
　蓄熱媒体を貯留する蓄熱槽（91）が設けられた蓄熱装置（90）と、
　上記給湯装置（70）が接続された給湯側熱交換器（26）、上記蓄熱装置（90）が接続さ
れた蓄熱側熱交換器（31）、冷媒を室外空気と熱交換させる熱源側熱交換器（21）、及び
室内を空気調和するための利用側熱交換器（36）を有する冷媒回路（15）とを備え、
　上記冷媒回路（15）は上記蓄熱側熱交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行い、
上記蓄熱装置（90）は上記蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒によって上記蓄熱槽（91）
内の蓄熱媒体を冷却する蓄冷運転と、
　上記冷媒回路（15）は冷媒を上記蓄熱側熱交換器（31）から上記利用側熱交換器（36）
へ流れるように循環させ、上記蓄熱装置（90）は上記蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒
を上記蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体によって冷却する利用冷房運転とを行う一方、
　上記蓄冷運転中に、
　　上記給湯側熱交換器（26）が放熱器となって上記給湯装置（70）が冷媒から放出され
た熱を利用して上記貯湯槽（71）内の水を加熱する第１動作と、
　　上記熱源側熱交換器（21）が放熱器となる第２動作とを実行可能となっている
ことを特徴とする給湯空調システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記冷媒回路（15）は、
　　上記給湯側熱交換器（26）が設けられた給湯側通路（25）と、
　　上記熱源側熱交換器（21）が設けられた熱源側通路（20）と、
　　上記給湯側通路（25）の両端と上記熱源側通路（20）の両端とに接続し、冷媒が上記
給湯側通路（25）を流れ且つ上記熱源側通路（20）をバイパスする第１状態と、冷媒が上
記給湯側通路（25）をバイパスし且つ熱源側通路（20）を流れる第２状態と、冷媒が上記
給湯側通路（25）と上記熱源側通路（20）の両方をバイパスする第３状態とに切り換わる
バイパス通路（41）とを備えている
ことを特徴とする給湯空調システム。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記給湯側通路（25）は、上記給湯側熱交換器（26）の液側に配置された給湯側膨張弁
（29）を備え、
　上記熱源側通路（20）は、上記熱源側熱交換器（21）の液側に配置された熱源側膨張弁
（22）を備えている
ことを特徴とする給湯空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給湯装置と蓄熱装置と冷媒回路とを備え、給湯装置による給湯と、蓄熱装置
が蓄える冷熱を利用した冷房運転とを行う給湯空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、冷凍サイクルを行う冷媒回路と、給湯装置と、蓄熱装置とを備えた給湯空調
システムが知られている。特許文献１には、この給湯空調システムが開示されている。こ
こでは、特許文献１に開示された給湯空調システムについて説明する。
【０００３】
　特許文献１の冷媒回路は、放熱器となる第１の熱交換器と、蒸発器となる第２の熱交換
器とを備えている。第１の熱交換器は、給湯装置の貯湯槽に接続され、貯湯槽内の水を冷
媒によって加熱する。第２の熱交換器は、蓄熱装置の蓄熱槽に接続され、蓄熱槽内の蓄熱
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媒体を冷媒によって冷却する。冷媒回路を循環する冷媒は、蓄熱槽内の蓄熱媒体から吸収
した熱を利用して、貯湯槽内の水を加熱する。従って、特許文献１の給湯空調システムで
は、貯湯槽内の水を加熱する湯沸かし運転によって得られた冷熱が蓄熱槽に蓄えられる。
この給湯空調システムの運転は、電力料金の安い深夜に行われる。
【０００４】
　また、特許文献１の給湯空調システムでは、蓄熱槽に冷房機が接続されている。冷房機
は、深夜に蓄熱槽に蓄えられた冷熱を利用して、日中に室内の冷房を行う。このため、日
中に室内を冷房するのに必要な電力は、蓄熱槽の冷熱を利用しない場合に比べて減少する
。特許文献１の給湯空調システムは、このような運転を行うことによって、室内の冷房に
要する費用を削減している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２５７１２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、深夜の湯沸かし運転によって得られる冷熱の量は、日中の冷房運転に必要な
冷熱の量に比べて少ないのが通常である。特に、給湯需要が少なくて冷房負荷の高い夏季
には、冷房運転に必要な冷熱の量が、湯沸かし運転によって得られる冷熱の量の数倍程度
に達する。
【０００７】
　ところが、特許文献１の給湯空調システムにおいて蓄熱槽に蓄えられる冷熱は、深夜の
湯沸かし運転によって得られた冷熱だけである。このため、深夜に蓄熱槽に蓄えられた冷
熱だけでは、日中の冷房負荷のほんの一部しか処理することができない。従って、湯沸か
し運転によって得られた冷熱だけを蓄える従来の給湯空調システムでは、日中に室内を冷
房するのに必要な電力量を充分に削減できず、給湯空調システムのランニングコストを充
分に削減できなかった。
【０００８】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、給湯装置と蓄熱装置と
冷媒回路とを備える給湯空調システムのランニングコストを削減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、給湯空調システムを対象とする。そして、給湯用の温水を蓄える貯湯槽
（71）が設けられた給湯装置（70）と、蓄熱媒体を貯留する蓄熱槽（91）が設けられた蓄
熱装置（90）と、上記給湯装置（70）が接続された給湯側熱交換器（26）、上記蓄熱装置
（90）が接続された蓄熱側熱交換器（31）、冷媒を室外空気と熱交換させる熱源側熱交換
器（21）、及び室内を空気調和するための利用側熱交換器（36）を有する冷媒回路（15）
とを備え、上記冷媒回路（15）は上記蓄熱側熱交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクル
を行い、上記蓄熱装置（90）は上記蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒によって上記蓄熱
槽（91）内の蓄熱媒体を冷却する蓄冷運転と、上記冷媒回路（15）は冷媒を上記蓄熱側熱
交換器（31）から上記利用側熱交換器（36）へ流れるように循環させ、上記蓄熱装置（90
）は上記蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒を上記蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体によって冷
却する利用冷房運転とを行う一方、上記蓄冷運転中に、上記給湯側熱交換器（26）が放熱
器となって上記給湯装置（70）が冷媒から放出された熱を利用して上記貯湯槽（71）内の
水を加熱する第１動作と、上記熱源側熱交換器（21）が放熱器となる第２動作とを実行可
能となっているものである。
【００１０】
　第１の発明では、給湯空調システム（10）が蓄冷運転と利用冷房運転とを行う。蓄冷運
転中には、蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体が冷媒回路（15）の冷媒によって冷却され、蓄熱槽
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（91）に冷熱が蓄えられてゆく。蓄冷運転中の給湯空調システム（10）は、第１動作と第
２動作とを選択的に行う。一方、利用冷房運転中の給湯空調システム（10）は、蓄熱槽（
91）に蓄えられた冷熱を利用して室内を冷房する。利用冷房運転中において、冷媒回路（
15）を循環する冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）において冷却された後に利用側熱交換器（
36）へ流入し、室内の冷房に利用される。
【００１１】
　第１の発明の給湯空調システム（10）は、蓄冷運転中に第１動作を行う。この第１動作
中には、冷媒回路（15）を循環する冷媒が、給湯側熱交換器（26）において放熱し、蓄熱
側熱交換器（31）において吸熱する。そして、給湯装置（70）は、給湯側熱交換器（26）
において得られた温熱を利用して貯湯槽（71）内の水を加熱し、蓄熱装置（90）は、蓄熱
側熱交換器（31）において得られた冷熱を利用して蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体を冷却する
。つまり、第１動作中には、貯湯槽（71）内の水を加熱するために冷媒回路（15）が行う
冷凍サイクルによって冷熱が得られ、得られた冷熱が蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄
えられる。
【００１２】
　また、第１の発明の給湯空調システム（10）は、蓄冷運転中に第２動作を行う。この第
２動作中には、冷媒回路（15）を循環する冷媒が、熱源側熱交換器（21）において放熱し
、蓄熱側熱交換器（31）において吸熱する。そして、蓄熱装置（90）は、蓄熱側熱交換器
（31）において得られた冷熱を利用して蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体を冷却する。つまり、
第２動作中には、冷媒回路（15）を循環する冷媒が蓄熱装置（90）から吸収した熱を室外
空気へ放出し、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に冷熱が蓄えられる。従って、第２動作中
には、給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を加熱する運転を行っていなくても、蓄熱装
置（90）の蓄熱槽（91）に冷熱が蓄えられてゆく。
【００１３】
　第２の発明は、上記第１の発明において、上記冷媒回路（15）は、上記給湯側熱交換器
（26）が設けられた給湯側通路（25）と、上記熱源側熱交換器（21）が設けられた熱源側
通路（20）と、上記給湯側通路（25）の両端と上記熱源側通路（20）の両端とに接続し、
冷媒が上記給湯側通路（25）を流れ且つ上記熱源側通路（20）をバイパスする第１状態と
、冷媒が上記給湯側通路（25）をバイパスし且つ熱源側通路（20）を流れる第２状態と、
冷媒が上記給湯側通路（25）と上記熱源側通路（20）の両方をバイパスする第３状態とに
切り換わるバイパス通路（41）とを備えるものである。
【００１４】
　第２の発明では、冷媒回路（15）に給湯側通路（25）と熱源側通路（20）とバイパス通
路（41）とが設けられる。バイパス通路（41）は、第１状態と第２状態と第３状態とに切
り換わる。バイパス通路（41）が第１状態に設定されると、給湯側通路（25）と熱源側通
路（20）のうち給湯側通路（25）だけを冷媒が流れる。蓄冷運転の第１動作中には、バイ
パス通路（41）が第１状態に設定され、給湯側熱交換器（26）において冷媒が放熱する。
バイパス通路（41）が第２状態に設定されると、給湯側通路（25）と熱源側通路（20）の
うち熱源側通路（20）だけを冷媒が流れる。蓄冷運転の第２動作中には、バイパス通路（
41）が第２状態に設定され、熱源側熱交換器（21）において冷媒が放熱する。バイパス通
路（41）が第３状態に設定されると、給湯側通路（25）と熱源側通路（20）の両方を冷媒
がバイパスする。利用冷房運転中にバイパス通路（41）が第３状態に設定されると、冷媒
回路（15）を循環する冷媒は、利用側熱交換器（36）において吸熱した後に、熱源側熱交
換器（21）を通らずに蓄熱側熱交換器（31）へ流入して冷却される。従って、この場合の
利用冷房運転では、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えられた冷熱だけを利用して室内
の冷房が行われる。
【００１５】
　第３の発明は、上記第２の発明において、上記給湯側通路（25）は、上記給湯側熱交換
器（26）の液側に配置された給湯側膨張弁（29）を備え、上記熱源側通路（20）は、上記
熱源側熱交換器（21）の液側に配置された熱源側膨張弁（22）を備えるものである。
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【００１６】
　第３の発明では、給湯側通路（25）に給湯側膨張弁（29）が設けられ、熱源側通路（20
）に熱源側膨張弁（22）が設けられる。蓄冷運転の第１動作中に冷媒回路（15）を循環す
る冷媒は、給湯側熱交換器（26）において放熱し、給湯側膨張弁（29）を通過する際に減
圧され、その後に蓄熱側熱交換器（31）へ流入して吸熱する。一方、蓄冷運転の第２動作
中に冷媒回路（15）を循環する冷媒は、熱源側熱交換器（21）において放熱し、熱源側膨
張弁（22）を通過する際に減圧され、その後に蓄熱側熱交換器（31）へ流入して吸熱する
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の給湯空調システム（10）は、蓄冷運転中に第１動作と第２動作を実行可能とな
っている。第１動作中には、冷媒回路（15）において冷凍サイクルが行われ、給湯側熱交
換器（26）において冷媒から放出された熱を利用して給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の
水を加熱し、蓄熱側熱交換器（31）において得られた冷熱が蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91
）に蓄えられる。一方、第２動作中には、冷媒回路（15）において冷凍サイクルが行われ
、熱源側熱交換器（21）において冷媒が室外空気へ放熱し、蓄熱側熱交換器（31）におい
て得られた冷熱が蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えられる。
【００１８】
　蓄冷運転中において、貯湯槽（71）内の温水の量が必要量に達すると、第１動作を停止
させなければならない。しかし、本発明の給湯空調システム（10）は、第１動作の停止後
においても、第２動作を行うことによって、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に更に冷熱を
蓄えることができる。このため、本発明によれば、貯湯槽（71）内の水を加熱する際に得
られる冷熱だけでなく、冷媒回路（15）の冷媒が室外空気へ放熱することによって得られ
る冷熱も、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えることができる。従って、本発明によれ
ば、電力料金の安い深夜に蓄冷運転を行い、その蓄冷運転中に第１動作と第２動作を行う
ことによって、日中の利用冷房運転に必要な充分な量の冷熱を蓄熱槽（91）に蓄えること
ができる。その結果、日中に室内を冷房するために消費される電力量を充分に削減でき、
給湯空調システム（10）のランニングコストを充分に削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、実施形態１の給湯空調システムの構成を示す配管系統図である。
【図２】図２は、実施形態１の給湯空調システムの第１蓄冷運転中および湯沸かし運転中
の動作を示す配管系統図である。
【図３】図３は、実施形態１の給湯空調システムの第２蓄冷運転中の動作を示す配管系統
図である。
【図４】図４は、実施形態１の給湯空調システムの第１利用冷房運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図５】図５は、実施形態１の給湯空調システムの第２利用冷房運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図６】図６は、実施形態１の給湯空調システムの単純冷房運転中の動作を示す配管系統
図である。
【図７】図７は、実施形態１の給湯空調システムの蓄熱暖房運転中の動作を示す配管系統
図である。
【図８】図８は、実施形態１の給湯空調システムの利用暖房運転中の動作を示す配管系統
図である。
【図９】図９は、実施形態１の給湯空調システムの単純暖房運転中の動作を示す配管系統
図である。
【図１０】図１０は、実施形態２の給湯空調システムの構成を示す配管系統図である。
【図１１】図１１は、実施形態３の給湯空調システムの構成を示す配管系統図である。
【図１２】図１２は、実施形態４の給湯空調システムの構成を示す配管系統図である。
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【図１３】図１３は、実施形態４の給湯空調システムの第１蓄冷運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図１４】図１４は、実施形態４の給湯空調システムの第２蓄冷運転中及び利用除霜運転
中の動作を示す配管系統図である。
【図１５】図１５は、実施形態４の給湯空調システムの第３蓄冷運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図１６】図１６は、実施形態４の給湯空調システムの第１利用冷房運転中の動作を示す
配管系統図である。
【図１７】図１７は、実施形態４の給湯空調システムの第２利用冷房運転中の動作を示す
配管系統図である。
【図１８】図１８は、実施形態４の給湯空調システムの湯沸かし利用冷房運転中の動作を
示す配管系統図である。
【図１９】図１９は、実施形態４の給湯空調システムの単純冷房運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図２０】図２０は、実施形態４の給湯空調システムの湯沸かし冷房運転中の動作を示す
配管系統図である。
【図２１】図２１は、実施形態４の給湯空調システムの単純湯沸かし運転中の動作を示す
配管系統図である。
【図２２】図２２は、実施形態４の給湯空調システムの湯沸かし蓄熱運転中の動作を示す
配管系統図である。
【図２３】図２３は、実施形態４の給湯空調システムの単純蓄熱運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図２４】図２４は、実施形態４の給湯空調システムの利用暖房運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図２５】図２５は、実施形態４の給湯空調システムの単純暖房運転中の動作を示す配管
系統図である。
【図２６】図２６は、実施形態４の給湯空調システムの湯沸かし暖房運転中の動作を示す
配管系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下で説明する実施形態お
よび変形例は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途
の範囲を制限することを意図するものではない。
【００２１】
　《発明の実施形態１》
　本発明の実施形態１について、図１を参照しながら説明する。本実施形態の給湯空調シ
ステム（10）は、冷媒回路（15）と、給湯装置（70）と、蓄熱装置（90）とを備えている
。また、給湯空調システム（10）は、室外ファン（11）と、室内ファン（12）とを備えて
いる。
【００２２】
　　　〈冷媒回路〉
　冷媒回路（15）は、冷媒が充填された閉回路である。この冷媒回路（15）は、圧縮機（
16）と、四方切換弁（17）と、熱源側通路を形成する熱源側配管（20）と、給湯側通路を
形成する給湯側配管（25）と、蓄熱側通路を形成する蓄熱側配管（30）と、利用側通路を
形成する利用側配管（35）と、接続用配管（18）とを備えている。また、冷媒回路（15）
は、六つのバイパス用配管（51～56）と、八つの三方弁（61～68）とを備えている。
【００２３】
　熱源側配管（20）には、その一端から他端へ向かって順に、熱源側熱交換器（21）と熱
源側膨張弁（22）とが配置されている。つまり、熱源側配管（20）では、熱源側熱交換器
（21）の液側に熱源側膨張弁（22）が配置されている。給湯側配管（25）には、その一端
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から他端へ向かって順に、給湯側熱交換器（26）と給湯側膨張弁（29）とが配置されてい
る。つまり、給湯側配管（25）では、給湯側熱交換器（26）の液側に給湯側膨張弁（29）
が配置されている。蓄熱側配管（30）には、蓄熱側熱交換器（31）が配置されている。利
用側配管（35）には、その一端から他端へ向かって順に、利用側熱交換器（36）と利用側
膨張弁（37）とが配置されている。つまり、利用側配管（35）では、利用側熱交換器（36
）の液側に利用側膨張弁（37）が配置されている。
【００２４】
　圧縮機（16）は、吐出側が四方切換弁（17）の第１のポートに接続され、吸入側が四方
切換弁（17）の第２のポートに接続されている。冷媒回路（15）では、四方切換弁（17）
の第３のポートから第４のポートへ向かって順に、熱源側配管（20）と、給湯側配管（25
）と、接続用配管（18）と、蓄熱側配管（30）と、利用側配管（35）とが配置されている
。また、冷媒回路（15）では、熱源側配管（20）の一端と四方切換弁（17）の間に第１三
方弁（61）が、熱源側配管（20）の他端と給湯側配管（25）の一端の間に第４三方弁（64
）が、給湯側配管（25）の他端と接続用配管（18）の一端の間に第３三方弁（63）が、接
続用配管（18）の他端と蓄熱側配管（30）の一端の間に第７三方弁（67）が、蓄熱側配管
（30）の他端と利用側配管（35）の一端の間に第８三方弁（68）が、利用側配管（35）の
他端と四方切換弁（17）の間に第５三方弁（65）が、それぞれ配置されている。
【００２５】
　第１バイパス用配管（51）は、一端が第１三方弁（61）に接続され、他端が第２三方弁
（62）に接続されている。第２バイパス用配管（52）は、一端が第２三方弁（62）に接続
され、他端が第３三方弁（63）に接続されている。第３バイパス用配管（53）は、一端が
第２三方弁（62）に接続され、他端が第４三方弁（64）に接続されている。これらのバイ
パス用配管（51,52,53）及び三方弁（61,62,63,64）は、第１バイパス通路（41）を構成
している。
【００２６】
　第１バイパス通路（41）は、第１状態と第２状態と第３状態とに切り換わる。第１バイ
パス通路（41）が第１状態となっている場合、冷媒回路（15）を循環する冷媒は、給湯側
配管（25）を流れ、熱源側配管（20）をバイパスする。第１バイパス通路（41）が第２状
態となっている場合、冷媒回路（15）を循環する冷媒は、給湯側配管（25）をバイパスし
、熱源側配管（20）を流れる。第１バイパス通路（41）が第３状態となっている場合、冷
媒回路（15）を循環する冷媒は、給湯側配管（25）と熱源側配管（20）の両方をバイパス
する。これら三つの状態の切り換えは、三方弁（61,62,63,64）を操作することによって
行われる。各状態における三方弁（61,62,63,64）の状態は後述する。
【００２７】
　第４バイパス用配管（54）は、一端が第５三方弁（65）に接続され、他端が第６三方弁
（66）に接続されている。第５バイパス用配管（55）は、一端が第６三方弁（66）に接続
され、他端が第７三方弁（67）に接続されている。第６バイパス用配管（56）は、一端が
第６三方弁（66）に接続され、他端が第８三方弁（68）に接続されている。これらのバイ
パス用配管（54,55,56）及び三方弁（65,66,67,68）は、第２バイパス通路（42）を構成
している。
【００２８】
　第２バイパス通路（42）は、第１状態と第２状態と第３状態とに切り換わる。第２バイ
パス通路（42）が第１状態となっている場合、冷媒回路（15）を循環する冷媒は、蓄熱側
配管（30）を流れ、利用側配管（35）をバイパスする。第２バイパス通路（42）が第２状
態となっている場合、冷媒回路（15）を循環する冷媒は、蓄熱側配管（30）をバイパスし
、利用側配管（35）を流れる。第２バイパス通路（42）が第３状態となっている場合、冷
媒回路（15）を循環する冷媒は、第２バイパス通路（42）を構成するバイパス用配管（54
,55,56）には流入せず、蓄熱側配管（30）と利用側配管（35）の両方を流れる。これら三
つの状態の切り換えは、三方弁（65,66,67,68）を操作することによって行われる。各状
態における三方弁（65,66,67,68）の状態は後述する。
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【００２９】
　圧縮機（16）は、圧縮機構と電動機が一つのケーシングに収容された全密閉型圧縮機で
ある。この圧縮機（16）の圧縮機構は、ローリングピストン型または揺動ピストン型のロ
ータリ式流体機械である。なお、圧縮機（16）の圧縮機構は、スクロール型のロータリ式
流体機械であってもよい。
【００３０】
　四方切換弁（17）は、第１のポートが第３のポートと連通し且つ第２のポートが第４の
ポートと連通する第１状態（図１に実線で示す状態）と、第１のポートが第４のポートと
連通し且つ第２のポートが第３のポートと連通する第２状態（図１に破線で示す状態）と
に切り換わる。
【００３１】
　熱源側熱交換器（21）は、いわゆるクロスフィン型の熱交換器である。この熱源側熱交
換器（21）は、冷媒を室外ファン（11）によって供給された室外空気と熱交換させる。
【００３２】
　給湯側熱交換器（26）は、一次側流路（27）と二次側流路（28）とが複数ずつ形成され
たプレート式熱交換器であり、一次側流路（27）を流れる流体と二次側流路（28）を流れ
る流体とを熱交換させる。給湯側熱交換器（26）の一次側流路（27）には、冷媒回路（15
）の給湯側配管（25）が接続されている。給湯側熱交換器（26）の二次側流路（28）には
、後述する給湯装置（70）の給湯用冷媒回路（80）が接続されている。
【００３３】
　蓄熱側熱交換器（31）は、一次側流路（32）と二次側流路（33）とが複数ずつ形成され
たプレート式熱交換器であり、一次側流路（32）を流れる流体と二次側流路（33）を流れ
る流体とを熱交換させる。蓄熱側熱交換器（31）の一次側流路（27）には、冷媒回路（15
）の蓄熱側配管（30）が接続されている。蓄熱側熱交換器（31）の二次側流路（28）には
、後述する蓄熱装置（90）の蓄熱媒体回路（92）が接続されている。
【００３４】
　利用側熱交換器（36）は、いわゆるクロスフィン型の熱交換器である。この利用側熱交
換器（36）は、冷媒を室内ファン（12）によって供給された室内空気と熱交換させる。
【００３５】
　熱源側膨張弁（22）、給湯側膨張弁（29）、及び利用側膨張弁（37）のそれぞれは、開
度可変の電動膨張弁である。
【００３６】
　　　〈給湯装置〉
　給湯装置（70）は、貯湯槽（71）と、水回路（74）と、給湯用冷媒回路（80）とを備え
ている。
【００３７】
　貯湯槽（71）は、円筒形のタンクであって、起立した状態で設置されている。貯湯槽（
71）は、その底部に給水管（72）が接続され、その頂部に給湯管（73）が接続されている
。この貯湯槽（71）は、給湯用の温水を蓄える。貯湯槽（71）内の温水は、給湯管（73）
を通って給湯栓や浴槽などへ供給される。貯湯槽（71）には、給湯管（73）から流出した
温水と同量の水が、給水管（72）から補充される。
【００３８】
　水回路（74）は、その入口端が貯湯槽（71）の底部に接続され、その出口端が貯湯槽（
71）の頂部に接続されている。水回路（74）には、ポンプ（75）が設けられている。また
、水回路（74）におけるポンプ（75）の吐出側には、後述する加熱用熱交換器（83）が配
置されている。
【００３９】
　給湯用冷媒回路（80）は、冷媒が充填された閉回路である。この給湯用冷媒回路（80）
は、給湯用圧縮機（81）と、加熱用熱交換器（83）と、給湯用膨張弁（82）とを備え、給
湯側熱交換器（26）の二次側流路（28）に接続している。給湯用冷媒回路（80）では、給
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湯用圧縮機（81）の吐出側から吸入側へ向かって順に、加熱用熱交換器（83）と、給湯用
膨張弁（82）と、給湯側熱交換器（26）とが配置されている。
【００４０】
　給湯用圧縮機（81）は、圧縮機構と電動機が一つのケーシングに収容された全密閉型圧
縮機である。この給湯用圧縮機（81）の圧縮機構は、ローリングピストン型または揺動ピ
ストン型のロータリ式流体機械である。
【００４１】
　加熱用熱交換器（83）は、一次側流路（84）と二次側流路（85）とが複数ずつ形成され
たプレート式熱交換器であり、一次側流路（84）を流れる流体と二次側流路（85）を流れ
る流体とを熱交換させる。加熱用熱交換器（83）の一次側流路（84）には、給湯用冷媒回
路（80）が接続されている。加熱用熱交換器（83）の二次側流路（85）には、水回路（74
）が接続されている。
【００４２】
　　　〈蓄熱装置〉
　蓄熱装置（90）は、蓄熱槽（91）と、蓄熱媒体回路（92）とを備えている。
【００４３】
　蓄熱槽（91）は、直方体状のタンクである。この蓄熱槽（91）は、冷熱や温熱を潜熱と
して蓄える蓄熱媒体（いわゆる潜熱蓄熱媒体）を貯留している。潜熱蓄熱媒体の一例とし
ては、ＴＢＡＢ（臭化テトラｎブチルアンモニウム）の水溶液、ＴＭＥ（トリメチロール
エタン）の水溶液、パラフィン系スラリーが挙げられる。
【００４４】
　蓄熱媒体回路（92）は、その入口端が蓄熱槽（91）の底部に接続され、その出口端が貯
湯槽（71）の頂部に接続されている。蓄熱媒体回路（92）には、ポンプ（93）と調節弁（
94）とが設けられている。蓄熱媒体回路（92）では、ポンプ（93）の吐出側に、調節弁（
94）と蓄熱側熱交換器（31）の二次側流路（33）とが配置されている。
【００４５】
　　－運転動作－
　給湯空調システム（10）の運転動作を説明する。給湯空調システム（10）は、第１蓄冷
運転と、第２蓄冷運転と、第１利用冷房運転と、第２利用冷房運転と、単純冷房運転と、
蓄熱暖房運転と、湯沸かし運転と、利用暖房運転と、単純暖房運転とを行う。
【００４６】
　　　〈第１蓄冷運転〉
　第１蓄冷運転について、図２を参照しながら説明する。第１蓄冷運転では、給湯空調シ
ステム（10）が第１動作を行う。つまり、給湯空調システム（10）では、給湯装置（70）
が貯湯槽（71）内の水を加熱する運転を行い、この給湯装置（70）の運転によって得られ
た冷熱を蓄熱装置（90）が蓄熱槽（91）に蓄える。また、この第１蓄冷運転では、室外フ
ァン（11）及び室内ファン（12）が停止する。
【００４７】
　冷媒回路（15）は、給湯側熱交換器（26）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。具体的に、冷媒回路（15）では、圧縮
機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。また、給湯側膨張弁（29
）は、蓄熱側熱交換器（31）の一次側流路（32）の出口における冷媒の過熱度が所定の目
標値となるように、その開度が調節される。
【００４８】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第１状態に設定される。第１状態に設
定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が次のような状態にな
る。第１三方弁（61）は、四方切換弁（17）の第３のポートを第１バイパス用配管（51）
と連通させて熱源側配管（20）から遮断する。第２三方弁（62）は、第１バイパス用配管
（51）を第３バイパス用配管（53）と連通させて第２バイパス用配管（52）から遮断する
。第３三方弁（63）は、給湯側配管（25）を接続用配管（18）と連通させて第２バイパス
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用配管（52）から遮断する。第４三方弁（64）は、第３バイパス用配管（53）を給湯側配
管（25）と連通させて熱源側配管（20）から遮断する。
【００４９】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第１状態に設定される。第１状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が次のような状態にな
る。第５三方弁（65）は、第４バイパス用配管（54）を四方切換弁（17）の第４のポート
と連通させて利用側配管（35）から遮断する。第６三方弁（66）は、第６バイパス用配管
（56）を第４バイパス用配管（54）と連通させて第５バイパス用配管（55）から遮断する
。第７三方弁（67）は、接続用配管（18）を蓄熱側配管（30）と連通させて第５バイパス
用配管（55）から遮断する。第８三方弁（68）は、蓄熱側配管（30）を第６バイパス用配
管（56）と連通させて利用側配管（35）から遮断する。
【００５０】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）と、第１バイパス用配管（51）と、第３バイパス用配管（53）とを順に
通過し、給湯側配管（25）へ流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交
換器（26）の一次側流路（27）を通過する間に放熱して凝縮し、続いて給湯側膨張弁（29
）を通過する際に減圧され、その後に接続用配管（18）と通って蓄熱側配管（30）へ流入
する。蓄熱側配管（30）へ流入した冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）の一次側流路（32）を
通過する間に吸熱して蒸発する。その後、冷媒は、第６バイパス用配管（56）と、第４バ
イパス用配管（54）と、四方切換弁（17）とを順に通過して圧縮機（16）へ吸入される。
圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【００５１】
　第１蓄冷運転では、給湯装置（70）の給湯用圧縮機（81）が作動し、給湯用冷媒回路（
80）が冷凍サイクルを行う。その際、給湯用膨張弁（82）は、給湯側熱交換器（26）の二
次側流路（28）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調
節される。また、第１蓄冷運転では、水回路（74）のポンプ（75）が作動し、貯湯槽（71
）と加熱用熱交換器（83）の間を水が循環する。
【００５２】
　給湯用冷媒回路（80）における冷媒の流れを説明する。給湯用圧縮機（81）から吐出さ
れた冷媒は、加熱用熱交換器（83）の一次側流路（84）を通過する際に放熱して凝縮する
。加熱用熱交換器（83）から流出した冷媒は、給湯用膨張弁（82）を通過する際に減圧さ
れ、その後に給湯側熱交換器（26）の二次側流路（28）へ流入する。給湯側熱交換器（26
）の二次側流路（28）を流れる冷媒は、その二次側流路（28）を流れる冷媒から吸熱して
蒸発する。その後、冷媒は、給湯用圧縮機（81）へ吸入される。給湯用圧縮機（81）は、
吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【００５３】
　水回路（74）における水の流れを説明する。蓄熱槽（91）の底部に存在する低温の水は
、ポンプ（75）によって加熱用熱交換器（83）の二次側流路（85）へ送られ、その一次側
流路（84）を流れる冷媒によって加熱される。そして、加熱されて高温となった水は、貯
湯槽（71）の頂部へ送り返される。
【００５４】
　第１蓄冷運転では、蓄熱媒体回路（92）のポンプ（93）が作動し、蓄熱槽（91）と蓄熱
側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体が循環する。蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体は、ポンプ（93
）によって蓄熱側熱交換器（31）の二次側流路（33）へ送られ、その一次側流路（32）を
流れる冷媒によって冷却される。蓄熱側熱交換器（31）において冷却された蓄熱媒体は、
蓄熱槽（91）へ送り返される。その結果、蓄熱側熱交換器（31）において蓄熱媒体に付与
された冷熱が、蓄熱槽（91）内に蓄えられる。
【００５５】
　　　〈第２蓄冷運転〉
　第２蓄冷運転について、図３を参照しながら説明する。第２蓄冷運転では、給湯空調シ
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ステム（10）が第２動作を行う。つまり、給湯空調システム（10）では、給湯装置（70）
が停止し、蓄熱装置（90）が冷熱を蓄熱槽（91）に蓄える。また、この第２蓄冷運転では
、室外ファン（11）が作動し、室内ファン（12）が停止する。
【００５６】
　冷媒回路（15）は、熱源側熱交換器（21）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。具体的に、冷媒回路（15）では、圧縮
機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。また、熱源側膨張弁（22
）は、蓄熱側熱交換器（31）の一次側流路（32）の出口における冷媒の過熱度が所定の目
標値となるように、その開度が調節される。
【００５７】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第２状態に設定される。第２状態に設
定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が次のような状態にな
る。第１三方弁（61）は、四方切換弁（17）の第３のポートを熱源側配管（20）と連通さ
せて第１バイパス用配管（51）から遮断する。第２三方弁（62）は、第３バイパス用配管
（53）を第２バイパス用配管（52）と連通させて第１バイパス用配管（51）から遮断する
。第３三方弁（63）は、第２バイパス用配管（52）を接続用配管（18）と連通させて給湯
側配管（25）から遮断する。第４三方弁（64）は、熱源側配管（20）を第３バイパス用配
と連通させて給湯側配管（25）から遮断する。
【００５８】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第１状態に設定される。第１状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が第１蓄冷運転の説明
で述べた状態になる。
【００５９】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に熱源側配管（20）へ流入する。熱源側配管（20）へ流入した
冷媒は、熱源側熱交換器（21）を通過する間に室外空気へ放熱して凝縮し、続いて熱源側
膨張弁（22）を通過する際に減圧される。その後、冷媒は、第３バイパス用配管（53）と
、第２バイパス用配管（52）と、接続用配管（18）とを順に通過し、蓄熱側配管（30）へ
流入する。蓄熱側配管（30）へ流入した冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）の一次側流路（32
）を通過する間に吸熱して蒸発する。その後、冷媒は、第６バイパス用配管（56）と、第
４バイパス用配管（54）と、四方切換弁（17）とを順に通過して圧縮機（16）へ吸入され
る。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【００６０】
　第１蓄冷運転では、蓄熱媒体回路（92）のポンプ（93）が作動し、蓄熱槽（91）と蓄熱
側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体が循環する。そして、冷媒回路（15）が冷凍サイクルを
行うことによって得られた冷熱が、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えられる。
【００６１】
　　　〈第１利用冷房運転〉
　第１利用冷房運転について、図４を参照しながら説明する。第１利用冷房運転では、蓄
熱槽（91）に蓄えられた冷熱だけを用いて室内の冷房が行われる。第１利用冷房運転では
、蓄熱媒体回路（92）のポンプ（93）が作動し、蓄熱槽（91）と蓄熱側熱交換器（31）の
間を蓄熱媒体が循環する。また、第１利用冷房運転では、給湯装置（70）が停止する。ま
た、第１利用冷房運転では、室外ファン（11）が停止し、室内ファン（12）が作動する。
【００６２】
　冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定され
る。また、利用側膨張弁（37）は、全開状態に保持される。第１利用冷房運転中の冷媒回
路（15）では、圧縮機（16）がガスポンプとして動作し、蓄熱側熱交換器（31）と利用側
熱交換器（36）の間を冷媒が循環する。
【００６３】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第３状態に設定される。第３状態に設



(12) JP 2013-83439 A 2013.5.9

10

20

30

40

50

定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が次のような状態にな
る。第１三方弁（61）は、四方切換弁（17）の第３のポートを第１バイパス用配管（51）
と連通させて熱源側配管（20）から遮断する。第２三方弁（62）は、第１バイパス用配管
（51）を第２バイパス用配管（52）と連通させて第３バイパス用配管（53）から遮断する
。第３三方弁（63）は、第２バイパス用配管（52）を接続用配管（18）と連通させて給湯
側配管（25）から遮断する。第４三方弁（64）は、どの様な状態になっていてもよい。
【００６４】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第３状態に設定される。第３状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が次のような状態にな
る。第５三方弁（65）は、利用側配管（35）を四方切換弁（17）の第４のポートと連通さ
せて第４バイパス用配管（54）から遮断する。第６三方弁（66）は、どの様な状態になっ
ていてもよい。第７三方弁（67）は、接続用配管（18）を蓄熱側配管（30）と連通させて
第５バイパス用配管（55）から遮断する。第８三方弁（68）は、蓄熱側配管（30）を利用
側配管（35）と連通させて第６バイパス用配管（56）から遮断する。
【００６５】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）と、第１バイパス用配管（51）と、第２バイパス用配管（52）と、接続
用配管（18）とを順に通過し、蓄熱側配管（30）へ流入する。その後、冷媒は、蓄熱側熱
交換器（31）の一次側流路（32）へ流入し、その二次側流路（33）を流れる蓄熱媒体へ放
熱して凝縮する。蓄熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、利用側配管（35）へ流入し
、利用側膨張弁（37）を通過後に利用側熱交換器（36）へ流入する。利用側熱交換器（36
）において、冷媒は、室内空気から吸熱して蒸発する。利用側熱交換器（36）において冷
却された室内空気は、室内へ供給される。利用側熱交換器（36）を通過した冷媒は、四方
切換弁（17）を通過後に圧縮機（16）へ吸入される。ガスポンプとして動作する圧縮機（
16）は、吸入した冷媒を昇圧させてから吐出する。
【００６６】
　上述したように、第１利用冷房運転では、蓄熱媒体回路（92）のポンプ（93）が作動し
、蓄熱槽（91）と蓄熱側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体が循環する。蓄熱槽（91）内の蓄
熱媒体は、ポンプ（93）によって蓄熱側熱交換器（31）の二次側流路（33）へ送られ、そ
の一次側流路（32）を流れる冷媒から吸熱する。つまり、蓄熱側熱交換器（31）では、二
次側流路（33）の蓄熱媒体から一次側流路（32）の冷媒へ冷熱が付与される。蓄熱側熱交
換器（31）の二次側流路（33）を通過した蓄熱媒体は、蓄熱槽（91）へ送り返される。
【００６７】
　　　〈第２利用冷房運転〉
　第２利用冷房運転について、図５を参照しながら説明する。第２利用冷房運転では、蓄
熱槽（91）に蓄えられた冷熱と、冷媒回路（15）が行う冷凍サイクルによって得られた冷
熱とを用いて室内の冷房が行われる。第２利用冷房運転では、蓄熱媒体回路（92）のポン
プ（93）が作動し、蓄熱槽（91）と蓄熱側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体が循環する。ま
た、第２利用冷房運転では、給湯装置（70）が停止する。また、第２利用冷房運転では、
室外ファン（11）及び室内ファン（12）が作動する。
【００６８】
　冷媒回路（15）は、熱源側熱交換器（21）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が過冷却器（即ち、放熱器）となり、利用側熱交換器（36）が蒸発器となる
冷凍サイクルを行う。具体的に、冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換
弁（17）が第１状態に設定される。熱源側膨張弁（22）は、全開状態に保持される。また
、利用側膨張弁（37）は、利用側熱交換器（36）の出口における冷媒の過熱度が所定の目
標値となるように、その開度が調節される。
【００６９】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第２状態に設定される。第２状態に設
定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が第２蓄冷運転の説明
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で述べた状態になる。
【００７０】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第３状態に設定される。第３状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が第１利用冷房運転の
説明で述べた状態になる。
【００７１】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に熱源側配管（20）へ流入する。熱源側配管（20）へ流入した
冷媒は、熱源側熱交換器（21）を通過する間に室外空気へ放熱して凝縮する。その後、冷
媒は、熱源側膨張弁（22）と、第３バイパス用配管（53）と、第２バイパス用配管（52）
と、接続用配管（18）とを順に通過し、蓄熱側配管（30）へ流入する。続いて、冷媒は、
蓄熱側熱交換器（31）の一次側流路（32）へ流入する。蓄熱側熱交換器（31）において、
一次側流路（32）を流れる冷媒は、二次側流路（33）を流れる蓄熱媒体によって冷却され
る。蓄熱側熱交換器（31）を通過した冷媒は、利用側膨張弁（37）を通過する際に減圧さ
れ、その後に利用側熱交換器（36）へ流入し、室内空気から吸熱して蒸発する。利用側熱
交換器（36）において冷却された室内空気は、室内へ供給される。利用側熱交換器（36）
を通過した冷媒は、四方切換弁（17）を通過後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16
）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【００７２】
　　　〈単純冷房運転〉
　単純冷房運転について、図６を参照しながら説明する。単純冷房運転では、冷媒回路（
15）が行う冷凍サイクルによって得られた冷熱だけを用いて室内の冷房が行われる。単純
冷房運転では、給湯装置（70）及び蓄熱装置（90）が停止する。また、単純冷房運転では
、室外ファン（11）及び室内ファン（12）が作動する。
【００７３】
　冷媒回路（15）は、熱源側熱交換器（21）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、利用側熱
交換器（36）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。具体的に、冷媒回路（15）では、圧縮
機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。熱源側膨張弁（22）は、
全開状態に保持される。また、利用側膨張弁（37）は、利用側熱交換器（36）の出口にお
ける冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。
【００７４】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第２状態に設定される。第２状態に設
定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が第２蓄冷運転の説明
で述べた状態になる。
【００７５】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第２状態に設定される。第２状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が次のような状態にな
る。第５三方弁（65）は、利用側配管（35）を四方切換弁（17）の第４のポートと連通さ
せて第４バイパス用配管（54）から遮断する。第６三方弁（66）は、第５バイパス用配管
（55）を第６バイパス用配管（56）と連通させて第４バイパス用配管（54）から遮断する
。第７三方弁（67）は、接続用配管（18）を第５バイパス用配管（55）と連通させて蓄熱
側配管（30）から遮断する。第８三方弁（68）は、第６バイパス用配管（56）を利用側配
管（35）と連通させて蓄熱側配管（30）から遮断する。
【００７６】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に熱源側配管（20）へ流入する。熱源側配管（20）へ流入した
冷媒は、熱源側熱交換器（21）を通過する間に室外空気へ放熱して凝縮する。その後、冷
媒は、熱源側膨張弁（22）と、第３バイパス用配管（53）と、第２バイパス用配管（52）
と、接続用配管（18）と、第５バイパス用配管（55）と、第６バイパス用配管（56）とを
順に通過し、利用側配管（35）へ流入する。利用側配管（35）へ流入した冷媒は、利用側
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膨張弁（37）を通過する際に減圧され、その後に利用側熱交換器（36）へ流入し、室内空
気から吸熱して蒸発する。利用側熱交換器（36）において冷却された室内空気は、室内へ
供給される。利用側熱交換器（36）を通過した冷媒は、四方切換弁（17）を通過後に圧縮
機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【００７７】
　　　〈蓄熱暖房運転〉
　蓄熱暖房運転について、図７を参照しながら説明する。蓄熱暖房運転では、冷媒回路（
15）が行う冷凍サイクルによって温熱が得られ、得られた温熱の一部が室内の暖房に利用
され、残りが蓄熱槽（91）に蓄えられる。蓄熱暖房運転では、蓄熱媒体回路（92）のポン
プ（93）が作動し、蓄熱槽（91）と蓄熱側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体が循環する。ま
た、蓄熱暖房房運転では、給湯装置（70）が停止する。また、蓄熱暖房運転では、室外フ
ァン（11）及び室内ファン（12）が作動する。
【００７８】
　冷媒回路（15）は、利用側熱交換器（36）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が過冷却器（即ち、放熱器）となり、熱源側熱交換器（21）が蒸発器となる
冷凍サイクルを行う。具体的に、冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換
弁（17）が第２状態に設定される。利用側膨張弁（37）は、全開状態に保持される。また
、熱源側膨張弁（22）は、熱源側熱交換器（21）の出口における冷媒の過熱度が所定の目
標値となるように、その開度が調節される。
【００７９】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第２状態に設定される。第２状態に設
定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が第２蓄冷運転の説明
で述べた状態になる。
【００８０】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第３状態に設定される。第３状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が第１利用冷房運転の
説明で述べた状態になる。
【００８１】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に利用側配管（35）へ流入する。利用側配管（35）へ流入した
冷媒は、利用側熱交換器（36）を通過する間に室内空気へ放熱して凝縮する。利用側熱交
換器（36）において加熱された室内空気は、室内へ供給される。利用側熱交換器（36）を
通過した冷媒は、利用側膨張弁（37）を通過後に蓄熱側配管（30）へ流入する。その後、
冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）の一次側流路（32）へ流入する。蓄熱側熱交換器（31）に
おいて、一次側流路（32）を流れる冷媒は、二次側流路（33）を流れる蓄熱媒体へ放熱す
る。蓄熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、接続用配管（18）と、第２バイパス用配
管（52）と、第３バイパス用配管（53）とを順に通過し、その後に熱源側配管（20）へ流
入する。熱源側配管（20）へ流入した冷媒は、熱源側膨張弁（22）を通過する際に減圧さ
れ、その後に熱源側熱交換器（21）へ流入し、室外空気から吸熱して蒸発する。熱源側熱
交換器（21）を通過した冷媒は、四方切換弁（17）を通過後に圧縮機（16）へ吸入される
。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【００８２】
　蓄熱暖房運転では、蓄熱媒体回路（92）のポンプ（93）が作動し、蓄熱槽（91）と蓄熱
側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体が循環する。蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体は、ポンプ（93
）によって蓄熱側熱交換器（31）の二次側流路（33）へ送られ、その一次側流路（32）を
流れる冷媒によって加熱される。蓄熱側熱交換器（31）において加熱された蓄熱媒体は、
蓄熱槽（91）へ送り返される。従って、蓄熱槽（91）には、利用側熱交換器（36）から流
出した冷媒に残存する温熱が蓄えられる。
【００８３】
　　　〈湯沸かし運転〉
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　湯沸かし運転について説明する。湯沸かし運転において、給湯空調システム（10）は、
図２に示す第１蓄冷運転と同じ運転を行う。そして、湯沸かし運転中の給湯空調システム
（10）では、蓄熱槽（91）に蓄えられた温熱を利用して、給湯装置（70）が貯湯槽（71）
内の水を加熱する。
【００８４】
　具体的に、蓄熱槽（91）内の蓄熱媒体が保有する温熱は、蓄熱側熱交換器（31）におい
て冷媒回路（15）の冷媒に付与される。冷媒回路（15）の冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）
において付与された温熱を給湯側熱交換器（26）へ搬送し、給湯用冷媒回路（80）の冷媒
へ付与する。そして、給湯装置（70）では、給湯用冷媒回路（80）が冷凍サイクルを行い
、貯湯槽（71）内の水が加熱用熱交換器（83）において加熱される。
【００８５】
　　　〈利用暖房運転〉
　利用暖房運転について、図８を参照しながら説明する。利用暖房運転では、蓄熱槽（91
）に蓄えられた温熱だけを用いて室内の暖房が行われる。利用暖房運転では、蓄熱媒体回
路（92）のポンプ（93）が作動し、蓄熱槽（91）と蓄熱側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体
が循環する。また、利用暖房運転では、給湯装置（70）が停止する。また、利用暖房運転
では、室外ファン（11）が停止し、室内ファン（12）が作動する。
【００８６】
　冷媒回路（15）は、利用側熱交換器（36）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。具体的に、冷媒回路（15）では、圧縮
機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。利用側膨張弁（37）は、
蓄熱側熱交換器（31）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開
度が調節される。
【００８７】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第３状態に設定される。第３状態に設
定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が第１利用冷房運転の
説明で述べた状態になる。
【００８８】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第３状態に設定される。第３状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が第１利用冷房運転の
説明で述べた状態になる。
【００８９】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に利用側配管（35）へ流入する。その後、冷媒は、利用側熱交
換器（36）へ流入し、室内空気へ放熱して凝縮する。利用側熱交換器（36）において加熱
された室内空気は、室内へ供給される。利用側熱交換器（36）から流出した冷媒は、利用
側膨張弁（37）を通過後に蓄熱側配管（30）へ流入する。その後、冷媒は、蓄熱側熱交換
器（31）の一次側流路（32）へ流入し、その二次側流路（33）を流れる蓄熱媒体から吸熱
して蒸発する。蓄熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、接続用配管（18）と、第２バ
イパス用配管（52）と、第１バイパス用配管（51）と、四方切換弁（17）とを順に通過し
、その後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐
出する。
【００９０】
　上述したように、利用暖房運転では、蓄熱媒体回路（92）のポンプ（93）が作動し、蓄
熱槽（91）と蓄熱側熱交換器（31）の間を蓄熱媒体が循環する。蓄熱槽（91）内の蓄熱媒
体は、ポンプ（93）によって蓄熱側熱交換器（31）の二次側流路（33）へ送られ、その一
次側流路（32）を流れる冷媒へ放熱する。蓄熱側熱交換器（31）の二次側流路（33）を通
過した蓄熱媒体は、蓄熱槽（91）へ送り返される。
【００９１】
　　　〈単純暖房運転〉
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　単純暖房運転について、図９を参照しながら説明する。単純暖房運転では、冷媒回路（
15）が行う冷凍サイクルによって得られた温熱だけを用いて室内の暖房が行われる。単純
暖房運転では、給湯装置（70）及び蓄熱装置（90）が停止する。また、単純暖房運転では
、室外ファン（11）及び室内ファン（12）が作動する。
【００９２】
　冷媒回路（15）は、利用側熱交換器（36）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、熱源側熱
交換器（21）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。具体的に、冷媒回路（15）では、圧縮
機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。利用側膨張弁（37）は、
全開状態に保持される。また、熱源側膨張弁（22）は、熱源側熱交換器（21）の出口にお
ける冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。
【００９３】
　冷媒回路（15）では、第１バイパス通路（41）が第２状態に設定される。第２状態に設
定された第１バイパス通路（41）では、各三方弁（61,62,63,64）が第２蓄冷運転の説明
で述べた状態になる。
【００９４】
　冷媒回路（15）では、第２バイパス通路（42）が第２状態に設定される。第２状態に設
定された第２バイパス通路（42）では、各三方弁（65,66,67,68）が単純冷房運転の説明
で述べた状態になる。
【００９５】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に利用側配管（35）へ流入する。利用側配管（35）へ流入した
冷媒は、利用側熱交換器（36）を通過する間に室内空気へ放熱して凝縮する。利用側熱交
換器（36）において加熱された室内空気は、室内へ供給される。利用側熱交換器（36）を
通過した冷媒は、利用側膨張弁（37）と、第６バイパス用配管（56）と、第５バイパス用
配管（55）と、接続用配管（18）と、第２バイパス用配管（52）と、第３バイパス用配管
（53）とを順に通過し、熱源側配管（20）へ流入する。熱源側配管（20）へ流入した冷媒
は、熱源側膨張弁（22）を通過する際に減圧され、その後に熱源側熱交換器（21）へ流入
し、室外空気から吸熱して蒸発する。熱源側熱交換器（21）を通過した冷媒は、四方切換
弁（17）を通過後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮し
てから吐出する。
【００９６】
　　　〈冷房シーズンにおける運転動作〉
　夏季等の冷房シーズンにおいて、給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運転と、第２蓄
冷運転と、第１利用冷房運転と、第２利用冷房運転と、単純冷房運転とを行う。
【００９７】
　第１蓄冷運転および第２蓄冷運転は、電力料金が安い深夜に行われる。一方、第１利用
冷房運転、第２利用冷房運転、および単純冷房運転は、主に日中から夕方にかけて行われ
る。
【００９８】
　冷房シーズンの深夜において、給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運転を必ず行う。
上述したように、第１蓄冷運転中の給湯空調システム（10）では、冷媒回路（15）が冷凍
サイクルを行い、給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を加熱し、冷媒回路（15）が行う
冷凍サイクルによって得られた冷熱が蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えられる。
【００９９】
　貯湯槽（71）内の水のほぼ全てが８０～９０℃程度の高温水になるか、貯湯槽（71）内
の高温水の量が翌日の給湯需要を賄える量に達すると、第１蓄冷運転は停止する。このた
め、給湯需要が比較的少なくて冷房負荷の高い夏季には、第１蓄冷運転によって蓄熱槽（
91）に蓄えられた冷熱だけでは、日中の冷房負荷を処理しきれない場合が多い。そこで、
この場合、給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運転の終了後に第２蓄冷運転を行う。
【０１００】
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　上述したように、第２蓄冷運転中の給湯空調システム（10）では、冷媒回路（15）の冷
媒が蓄熱媒体から吸収した熱を室外空気へ放出しているため、貯湯槽（71）内の高温水の
量とは無関係に蓄熱槽（91）に冷熱を蓄えることができる。そこで、本実施形態の給湯空
調システム（10）は、深夜に第１蓄冷運転と第２蓄冷運転を行うことによって、蓄熱槽（
91）に蓄えられた冷熱量を充分に確保している。
【０１０１】
　第１利用冷房運転と第２利用冷房運転は、第１蓄冷運転や第２蓄冷運転によって蓄熱槽
（91）に蓄えられた冷熱を利用して、室内を冷房する運転である。第１利用冷房運転や第
２利用冷房運転における給湯空調システム（10）の消費電力は、冷媒回路（15）が行う冷
凍サイクルによって得られた冷熱だけを利用して冷房を行う単純冷房運転中の給湯空調シ
ステム（10）の消費電力に比べて少なくなる。このため、電力料金の高い日中から夕方に
かけての給湯空調システム（10）の消費電力が減少し、給湯空調システム（10）のランニ
ングコストが低減される。
【０１０２】
　なお、蓄熱槽（91）に蓄えられた冷熱を使い切った後においても、室内の冷房が必要な
場合がある。その様な場合、給湯空調システム（10）は、単純冷房運転を行う。
【０１０３】
　　　〈暖房シーズンにおける運転動作〉
　冬季等の暖房シーズンにおいて、給湯空調システム（10）は、蓄熱暖房運転と、湯沸か
し運転と、利用暖房運転と、単純暖房運転とを行う。
【０１０４】
　上述したように、蓄熱暖房運転中の給湯空調システム（10）では、蓄熱装置（90）の蓄
熱槽（91）に温熱が蓄えられる。湯沸かし運転中や利用暖房運転中の給湯空調システム（
10）は、蓄熱暖房運転中に蓄熱槽（91）に蓄えられた温熱を利用して、上述した運転を行
う。
【０１０５】
　なお、蓄熱槽（91）に蓄えられた温熱を使い切った後においても、室内の暖房が必要な
場合がある。その様な場合、給湯空調システム（10）は、単純暖房運転を行う。
【０１０６】
　　－実施形態１の効果－
　本実施形態の給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運転と第２蓄冷運転を選択的に行う
。第１蓄冷運転中には、冷媒回路（15）において冷凍サイクルが行われ、給湯側熱交換器
（26）において冷媒から放出された熱を利用して給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を
加熱し、蓄熱側熱交換器（31）において得られた冷熱が蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に
蓄えられる。一方、第２蓄冷運転中には、冷媒回路（15）において冷凍サイクルが行われ
、熱源側熱交換器（21）において冷媒が室外空気へ放熱し、蓄熱側熱交換器（31）におい
て得られた冷熱が蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えられる。
【０１０７】
　上述したように、貯湯槽（71）内の高温水の量が必要量に達すると、第１蓄冷運転を停
止させなければならない。しかし、本実施形態の給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運
転の停止後においても、第２蓄冷運転を行うことによって、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91
）に更に冷熱を蓄えることができる。このため、本実施形態によれば、貯湯槽（71）内の
水を加熱する際に得られる冷熱だけでなく、冷媒回路（15）の冷媒が室外空気へ放熱する
ことによって得られる冷熱も、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えることができる。
【０１０８】
　従って、本実施形態によれば、電力料金の安い深夜に第１蓄冷運転および第２蓄冷運転
を行うことによって、日中の利用冷房運転に必要な充分な量の冷熱を蓄熱槽（91）に蓄え
ることができる。その結果、日中に室内を冷房するために消費される電力量を充分に削減
でき、給湯空調システム（10）のランニングコストを充分に削減することができる。
【０１０９】
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　《発明の実施形態２》
　本発明の実施形態２について説明する。本実施形態の給湯空調システム（10）は、実施
形態１の給湯空調システム（10）において、蓄熱側熱交換器（31）の構成および配置を変
更したものである。ここでは、本実施形態の給湯空調システム（10）について、実施形態
１の給湯空調システム（10）と異なる点を説明する。
【０１１０】
　図１０に示すように、本実施形態の蓄熱側熱交換器（31）は、上下に蛇行する伝熱管に
よって構成されている。また、この蓄熱側熱交換器（31）は、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（
91）内に配置され、蓄熱媒体に浸かった状態となっている。また、本実施形態の蓄熱槽（
91）には、水が蓄熱媒体として貯留されている。
【０１１１】
　本実施形態の蓄熱装置（90）は、蓄熱槽（91）に蓄熱媒体として貯留された水を凍結さ
せることによって、冷熱を蓄える。つまり、蓄熱側熱交換器（31）が蒸発器となる第１蓄
冷運転や第２蓄冷運転では、蓄熱槽（91）内の水が蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒に
よって冷却され、蓄熱側熱交換器（31）の周囲の水が凍って氷となる。また、第１利用冷
房運転や第２利用冷房運転では、蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒が蓄熱槽（91）内の
氷によって冷却され、その結果、氷が融解する。
【０１１２】
　《発明の実施形態３》
　本発明の実施形態３について説明する。本実施形態の給湯空調システム（10）は、実施
形態１の給湯空調システム（10）において、給湯装置（70）の構成を変更したものである
。ここでは、本実施形態の給湯空調システム（10）について、実施形態１の給湯空調シス
テム（10）と異なる点を説明する。
【０１１３】
　図１１に示すように、本実施形態の給湯装置（70）では、給湯用冷媒回路（80）が省略
され、水回路（74）が給湯側熱交換器（26）の二次側流路（28）に接続されている。この
ため、貯湯槽（71）から水回路（74）へ流入した水は、給湯側熱交換器（26）の二次側流
路（28）へ流入し、その一次側流路（27）を流れる冷媒回路（15）の冷媒によって加熱さ
れる。給湯側熱交換器（26）の二次側流路（28）から流出した水は、貯湯槽（71）の頂部
へ送り返される。
【０１１４】
　《発明の実施形態４》
　本発明の実施形態４について説明する。本実施形態の給湯空調システム（10）は、実施
形態１の給湯空調システム（10）において、冷媒回路（15）の構成と、蓄熱側熱交換器（
31）の構成および配置とを変更したものである。ここでは、本実施形態の給湯空調システ
ム（10）について、実施形態１の給湯空調システム（10）と異なる点を説明する。
【０１１５】
　図１２に示すように、本実施形態の冷媒回路（15）は、バイパス用配管（51～56）及び
三方弁（61～68）に代えて、三つの接続用配管（46～48）と八つの電磁弁（101～108）と
を備えている。また、本実施形態の冷媒回路（15）には、利用側配管（35a～35c）が三つ
設けられている。三つの利用側配管（35a～35c）は、互いに並列に接続されている。また
、本実施形態の冷媒回路（15）には、蓄熱側膨張弁（34）が設けられている。
【０１１６】
　本実施形態の冷媒回路（15）において、圧縮機（16）は、吐出側が四方切換弁（17）の
第１のポートに接続され、吸入側が四方切換弁（17）の第２のポートに接続されている。
この点は、実施形態１と同じである。この冷媒回路（15）では、四方切換弁（17）の第３
のポートから第４のポートへ向かって順に、第１電磁弁（101）と、熱源側熱交換器（21
）と、熱源側膨張弁（22）と、第２電磁弁（102）と、利用側配管（35a～35c）と、第３
電磁弁（103）とが配置されている。
【０１１７】
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　各利用側配管（35a～35c）には、その一端から他端へ向かって順に、利用側熱交換器（
36a～36c）と利用側膨張弁（37a～37c）とが配置されている。つまり、各利用側配管（35
a～35c）では、利用側熱交換器（36a～36c）の液側に利用側膨張弁（37a～37c）が配置さ
れている。各利用側配管（35a～35c）は、利用側熱交換器（36a～36c）側の一端が第３電
磁弁（103）に接続され、利用側膨張弁（37a～37c）側の他端が第２電磁弁（102）に接続
されている。なお、図１２では図示を省略するが、本実施形態の給湯空調システム（10）
では、各利用側熱交換器（36a～36c）に対応して室内ファンが一つずつ設けられている。
各室内ファンは、対応する利用側熱交換器（36a～36c）へ室内空気を供給する。
【０１１８】
　給湯側配管（25）には、その一端から他端へ向かって順に、第４電磁弁（104）と、給
湯側熱交換器（26）と給湯側膨張弁（29）とが配置されている。この給湯側配管（25）は
、第４電磁弁（104）側の一端が圧縮機（16）と四方切換弁（17）の第１のポートを繋ぐ
配管に接続され、給湯側膨張弁（29）側の他端が熱源側膨張弁（22）と第２電磁弁（102
）を繋ぐ配管（19）に接続されている。
【０１１９】
　なお、本実施形態の冷媒回路（15）では、四方切換弁（17）の第３のポートから配管（
19）に対する給湯側配管（25）の接続位置までの部分が、熱源側配管（20）を構成してい
る。
【０１２０】
　蓄熱側配管（30）には、その一端から他端へ向かって順に、第５電磁弁（105）と、蓄
熱側熱交換器（31）と、蓄熱側膨張弁（34）とが配置されている。この蓄熱側配管（30）
は、第５電磁弁（105）側の一端が第３電磁弁（103）と四方切換弁（17）の第４のポート
を繋ぐ配管に接続され、蓄熱側膨張弁（34）側の他端が第２電磁弁（102）と利用側配管
（35a～35c）を繋ぐ配管に接続されている。蓄熱側膨張弁（34）側、開度可変の電動膨張
弁である。
【０１２１】
　本実施形態の蓄熱側熱交換器（31）は、上下に蛇行する伝熱管によって構成されている
。また、この蓄熱側熱交換器（31）は、蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）内に配置され、蓄
熱媒体に浸かった状態となっている。また、本実施形態の蓄熱槽（91）には、水が蓄熱媒
体として貯留されている。
【０１２２】
　第１接続用配管（46）は、その一端が給湯側配管（25）の一端と第４電磁弁（104）の
間に接続され、その他端が熱源側膨張弁（22）と第２電磁弁（102）を繋ぐ配管（19）に
接続されている。この配管（19）に対する第１接続用配管（46）の接続位置は、この配管
（19）に対する蓄熱側配管（30）の接続位置よりも第２電磁弁（102）寄りである。また
、第１接続用配管（46）には、第６電磁弁（106）が設けられている。
【０１２３】
　第２接続用配管（47）は、その一端が蓄熱側配管（30）における第５電磁弁（105）と
蓄熱側熱交換器（31）の間に接続され、その他端が圧縮機（16）と四方切換弁（17）の第
２のポートを繋ぐ配管に接続されている。また、第２接続用配管（47）には、第７電磁弁
（107）が設けられている。
【０１２４】
　第３接続用配管（48）は、その一端が蓄熱側配管（30）における第５電磁弁（105）と
蓄熱側熱交換器（31）の間に接続され、その他端が熱源側膨張弁（22）と第２電磁弁（10
2）を繋ぐ配管（19）に接続されている。この配管（19）に対する第３接続用配管（48）
の接続位置は、この配管（19）に対する第１接続用配管（46）の接続位置よりも第２電磁
弁（102）寄りである。また、第３接続用配管（48）には、第８電磁弁（108）が設けられ
ている。
【０１２５】
　　－運転動作－
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　給湯空調システム（10）の運転動作を説明する。本実施形態の給湯空調システム（10）
は、後述する様々な運転を行う。
【０１２６】
　　　〈第１蓄冷運転〉
　第１蓄冷運転について、図１３を参照しながら説明する。実施形態１と同様に、第１蓄
冷運転では、給湯空調システム（10）が第１動作を行う。つまり、給湯装置（70）は、貯
湯槽（71）内の水を加熱する運転を行い、蓄熱装置（90）は、給湯装置（70）の運転によ
って得られた冷熱を蓄熱槽（91）に蓄える運転を行う。また、この第１蓄冷運転では、室
外ファン（11）及び各室内ファンが停止する。
【０１２７】
　冷媒回路（15）は、給湯側熱交換器（26）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が
作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。給湯側膨張弁（29）は全開状態に保
持され、熱源側膨張弁（22）及び各利用側膨張弁（37a～37c）は全閉状態に保持される。
蓄熱側膨張弁（34）は、蓄熱側熱交換器（31）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標
値となるように、その開度が調節される。第２電磁弁（102）、第３電磁弁（103）、第４
電磁弁（104）、及び第５電磁弁（105）は開状態となり、第１電磁弁（101）、第６電磁
弁（106）、第７電磁弁（107）、及び第８電磁弁（108）は閉状態となる。
【０１２８】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
給湯側配管（25）へ流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交換器（26
）の一次側流路（27）を通過する間に放熱して凝縮し、その後に蓄熱側配管（30）へ流入
する。蓄熱側配管（30）へ流入した冷媒は、蓄熱側膨張弁（34）を通過する際に減圧され
、その後に蓄熱側熱交換器（31）へ流入する。蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒は、蓄
熱槽（91）内の水から吸熱して蒸発する。蓄熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、四
方切換弁（17）を通過後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を
圧縮してから吐出する。
【０１２９】
　第１蓄冷運転では、給湯装置（70）の給湯用圧縮機（81）が作動し、給湯用冷媒回路（
80）が冷凍サイクルを行う。その際、給湯用膨張弁（82）は、給湯側熱交換器（26）の二
次側流路（28）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調
節される。また、第１蓄冷運転では、水回路（74）のポンプ（75）が作動し、貯湯槽（71
）と加熱用熱交換器（83）の間を水が循環する。
【０１３０】
　給湯用冷媒回路（80）における冷媒の流れを説明する。給湯用圧縮機（81）から吐出さ
れた冷媒は、加熱用熱交換器（83）の一次側流路（84）を通過する際に放熱して凝縮する
。加熱用熱交換器（83）から流出した冷媒は、給湯用膨張弁（82）を通過する際に減圧さ
れ、その後に給湯側熱交換器（26）の二次側流路（28）へ流入する。給湯側熱交換器（26
）の二次側流路（28）を流れる冷媒は、その二次側流路（28）を流れる冷媒から吸熱して
蒸発する。その後、冷媒は、給湯用圧縮機（81）へ吸入される。給湯用圧縮機（81）は、
吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１３１】
　水回路（74）における水の流れを説明する。蓄熱槽（91）の底部に存在する低温の水は
、ポンプ（75）によって加熱用熱交換器（83）の二次側流路（85）へ送られ、その一次側
流路（84）を流れる冷媒によって加熱される。そして、加熱されて高温となった水は、貯
湯槽（71）の頂部へ送り返される。
【０１３２】
　第１蓄冷運転中には、蓄熱槽（91）内の水が蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒によっ
て冷却され、蓄熱側熱交換器（31）の周囲の水が凍って氷となる。その結果、蓄熱槽（91
）に冷熱が蓄えられてゆく。
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【０１３３】
　　　〈第２蓄冷運転〉
　第２蓄冷運転について、図１４を参照しながら説明する。実施形態１と同様に、第２蓄
冷運転では、給湯空調システム（10）が第２動作を行う。つまり、給湯空調システム（10
）では、給湯装置（70）が停止し、蓄熱装置（90）が冷熱を蓄熱槽（91）に蓄える運転を
行う。また、この第２蓄冷運転では、室外ファン（11）が作動し、各室内ファンが停止す
る。
【０１３４】
　冷媒回路（15）は、熱源側熱交換器（21）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が
作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。熱源側膨張弁（22）は全開状態に保
持され、給湯側膨張弁（29）及び各利用側膨張弁（37a～37c）は全閉状態に保持される。
蓄熱側膨張弁（34）は、蓄熱側熱交換器（31）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標
値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）、第２電磁弁（102）、第３
電磁弁（103）、及び第５電磁弁（105）は開状態となり、第４電磁弁（104）、第６電磁
弁（106）、第７電磁弁（107）、及び第８電磁弁（108）は閉状態となる。
【０１３５】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に熱源側配管（20）へ流入する。熱源側配管（20）へ流入した
冷媒は、熱源側熱交換器（21）を通過する間に室外空気へ放熱して凝縮し、その後に蓄熱
側配管（30）へ流入する。蓄熱側配管（30）へ流入した冷媒は、蓄熱側膨張弁（34）を通
過する際に減圧され、その後に蓄熱側熱交換器（31）へ流入する。蓄熱側熱交換器（31）
を流れる冷媒は、蓄熱槽（91）内の水から吸熱して蒸発する。蓄熱側熱交換器（31）から
流出した冷媒は、四方切換弁（17）を通過後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）
は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１３６】
　第２蓄冷運転において、蓄熱装置（90）は、冷熱を蓄熱槽（91）に蓄える運転を行う。
この運転は、第１蓄冷運転中に蓄熱装置（90）が行う運転と同じである。
【０１３７】
　　　〈第３蓄冷運転〉
　第３蓄冷運転について、図１５を参照しながら説明する。給湯空調システム（10）では
、給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を加熱する運転を行い、この給湯装置（70）の運
転によって得られた冷熱を蓄熱装置（90）が蓄熱槽（91）に蓄える。また、この第３蓄冷
運転では、室外ファン（11）が作動し、各室内ファンが停止する。
【０１３８】
　冷媒回路（15）は、熱源側熱交換器（21）と給湯側熱交換器（26）の両方が凝縮器（即
ち、放熱器）となり、蓄熱側熱交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回
路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。熱源
側膨張弁（22）及び給湯側膨張弁（29）は全開状態に保持され、各利用側膨張弁（37a～3
7c）は全閉状態に保持される。蓄熱側膨張弁（34）は、蓄熱側熱交換器（31）の出口にお
ける冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（10
1）、第２電磁弁（102）、第３電磁弁（103）、第４電磁弁（104）、及び第５電磁弁（10
5）は開状態となり、第６電磁弁（106）、第７電磁弁（107）、及び第８電磁弁（108）は
閉状態となる。
【０１３９】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
その一部が給湯側配管（25）へ流入し、残りが四方切換弁（17）を通過後に熱源側配管（
20）へ流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交換器（26）の一次側流
路（27）を通過する間に放熱して凝縮する。一方、熱源側配管（20）へ流入した冷媒は、
熱源側熱交換器（21）を通過する間に室外空気へ放熱して凝縮する。給湯側配管（25）を
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通過した冷媒と、熱源側配管（20）を通過した冷媒とは、合流後に蓄熱側配管（30）へ流
入する。蓄熱側配管（30）へ流入した冷媒は、蓄熱側膨張弁（34）を通過する際に減圧さ
れ、その後に蓄熱側熱交換器（31）へ流入する。蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒は、
蓄熱槽（91）内の水から吸熱して蒸発する。蓄熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入した冷媒
を圧縮してから吐出する。
【０１４０】
　第３蓄冷運転中において、給湯装置（70）は、貯湯槽（71）内の水を加熱する運転を行
う。第３蓄冷運転中に給湯装置（70）が行う運転は、第１蓄冷運転中に給湯装置（70）が
行う運転と同じである。
【０１４１】
　第３蓄冷運転において、蓄熱装置（90）は、冷熱を蓄熱槽（91）に蓄える運転を行う。
この運転は、第１蓄冷運転中に蓄熱装置（90）が行う運転と同じである。
【０１４２】
　　　〈第１利用冷房運転〉
　第１利用冷房運転について、図１６を参照しながら説明する。実施形態１と同様に、第
１利用冷房運転では、蓄熱槽（91）に蓄えられた冷熱だけを用いて室内の冷房が行われる
。第１利用冷房運転では、給湯装置（70）が停止する。また、第１利用冷房運転では、室
外ファン（11）が停止し、各室内ファンが作動する。
【０１４３】
　第１利用冷房運転中の冷媒回路（15）では、圧縮機（16）がガスポンプとして動作し、
蓄熱側熱交換器（31）と各利用側熱交換器（36a～36c）の間を冷媒が循環する。冷媒回路
（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。蓄熱側
膨張弁（34）は全開状態に保持され、熱源側膨張弁（22）及び給湯側膨張弁（29）は全閉
状態に保持される。各利用側膨張弁（37a～37c）は、対応する利用側熱交換器（36a～36c
）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第
３電磁弁（103）、第６電磁弁（106）、及び第８電磁弁（108）は開状態となり、第１電
磁弁（101）、第２電磁弁（102）、第４電磁弁（104）、第５電磁弁（105）、及び第７電
磁弁（107）は閉状態となる。
【０１４４】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
第１接続用配管（46）と第３接続用配管（48）とを順に通過し、蓄熱側配管（30）へ流入
する。その後、冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）へ流入し、蓄熱槽（91）内の水へ放熱して
凝縮する。蓄熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、三つの利用側配管（35a～35c）へ
分かれて流入する。各利用側配管（35a～35c）において、冷媒は、利用側膨張弁（37a～3
7c）を通過する際に減圧され、その後に利用側熱交換器（36a～36c）へ流入し、室内空気
から吸熱して蒸発する。各利用側熱交換器（36a～36c）において冷却された室内空気は、
室内へ供給される。各利用側配管（35a～35c）から流出した冷媒は、合流後に四方切換弁
（17）を通過して圧縮機（16）へ吸入される。ガスポンプとして動作する圧縮機（16）は
、吸入した冷媒を昇圧させてから吐出する。
【０１４５】
　第１利用冷房運転において、蓄熱装置（90）は、蓄熱槽（91）に蓄えた冷熱を冷媒回路
（15）の冷媒に付与する運転を行う。具体的に、第１利用冷房運転中には、蓄熱側熱交換
器（31）を流れる冷媒が、蓄熱槽（91）内の水によって冷却される。蓄熱槽（91）では、
蓄熱側熱交換器（31）の周囲の氷が、冷媒によって加熱されて融解する。つまり、蓄熱槽
（91）に水の潜熱として蓄えられていた冷熱が、蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒に付
与される。
【０１４６】
　　　〈第２利用冷房運転〉
　第２利用冷房運転について、図１７を参照しながら説明する。実施形態１と同様に、第
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２利用冷房運転では、蓄熱槽（91）に蓄えられた冷熱と、冷媒回路（15）が行う冷凍サイ
クルによって得られた冷熱とを用いて室内の冷房が行われる。
【０１４７】
　冷媒回路（15）は、熱源側熱交換器（21）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が過冷却器（即ち、放熱器）となり、各利用側熱交換器（36a～36c）が蒸発
器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換弁
（17）が第１状態に設定される。熱源側膨張弁（22）及び蓄熱側膨張弁（34）は全開状態
に保持され、給湯側膨張弁（29）は全閉状態に保持される。各利用側膨張弁（37a～37c）
は、対応する利用側熱交換器（36a～36c）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標値と
なるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）、第３電磁弁（103）、及び第８
電磁弁（108）は開状態となり、第２電磁弁（102）、第４電磁弁（104）、第５電磁弁（1
05）、第６電磁弁（106）、及び第７電磁弁（107）は閉状態となる。
【０１４８】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に熱源側配管（20）へ流入する。熱源側配管（20）へ流入した
冷媒は、熱源側熱交換器（21）を通過する間に室外空気へ放熱して凝縮し、その後に第３
接続用配管（48）を通って蓄熱側配管（30）へ流入する。その後、冷媒は、蓄熱側熱交換
器（31）へ流入し、蓄熱槽（91）内の水へ放熱して過冷却状態となる。蓄熱側熱交換器（
31）から流出した冷媒は、三つの利用側配管（35a～35c）へ分かれて流入する。各利用側
配管（35a～35c）において、冷媒は、利用側膨張弁（37a～37c）を通過する際に減圧され
、その後に利用側熱交換器（36a～36c）へ流入し、室内空気から吸熱して蒸発する。各利
用側熱交換器（36a～36c）において冷却された室内空気は、室内へ供給される。各利用側
配管（35a～35c）を通過した冷媒は、合流後に四方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮
機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１４９】
　第２利用冷房運転において、蓄熱装置（90）は、蓄熱槽（91）に蓄えた冷熱を冷媒回路
（15）の冷媒に付与する運転を行う。この運転は、第１利用冷房運転中に蓄熱装置（90）
が行う運転と同じである。
【０１５０】
　　　〈湯沸かし利用冷房運転〉
　湯沸かし利用冷房運転について、図１８を参照しながら説明する。湯沸かし利用冷房運
転では、蓄熱槽（91）に蓄えられた冷熱と、冷媒回路（15）が行う冷凍サイクルによって
得られた冷熱とを用いて室内の冷房が行われる。また、給湯装置（70）は、貯湯槽（71）
内の水を加熱する運転を行う。
【０１５１】
　冷媒回路（15）は、給湯側熱交換器（26）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、蓄熱側熱
交換器（31）が過冷却器（即ち、放熱器）となり、各利用側熱交換器（36a～36c）が蒸発
器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換弁
（17）が第１状態に設定される。給湯側膨張弁（29）及び蓄熱側膨張弁（34）は全開状態
に保持され、熱源側膨張弁（22）は全閉状態に保持される。各利用側膨張弁（37a～37c）
は、対応する利用側熱交換器（36a～36c）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標値と
なるように、その開度が調節される。第３電磁弁（103）、第４電磁弁（104）、及び第８
電磁弁（108）は開状態となり、第１電磁弁（101）、第２電磁弁（102）、第５電磁弁（1
05）、第６電磁弁（106）、及び第７電磁弁（107）は閉状態となる。
【０１５２】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
給湯側配管（25）へ流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交換器（26
）の一次側流路（27）を通過する間に放熱して凝縮し、その後に第３接続用配管（48）を
通って蓄熱側配管（30）へ流入する。その後、冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）へ流入し、
蓄熱槽（91）内の水へ放熱して凝縮する。蓄熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、三
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つの利用側配管（35a～35c）へ分かれて流入する。各利用側配管（35a～35c）において、
冷媒は、利用側膨張弁（37a～37c）を通過する際に減圧され、その後に利用側熱交換器（
36a～36c）へ流入し、室内空気から吸熱して蒸発する。各利用側熱交換器（36a～36c）に
おいて冷却された室内空気は、室内へ供給される。各利用側配管（35a～35c）を通過した
冷媒は、合流後に四方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮
機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１５３】
　湯沸かし利用冷房運転中において、給湯装置（70）は、貯湯槽（71）内の水を加熱する
運転を行う。湯沸かし利用冷房運転中に給湯装置（70）が行う運転は、第１蓄冷運転中に
給湯装置（70）が行う運転と同じである。
【０１５４】
　湯沸かし利用冷房運転において、蓄熱装置（90）は、蓄熱槽（91）に蓄えた冷熱を冷媒
回路（15）の冷媒に付与する運転を行う。この運転は、第１利用冷房運転中に蓄熱装置（
90）が行う運転と同じである。
【０１５５】
　　　〈単純冷房運転〉
　単純冷房運転について、図１９を参照しながら説明する。実施形態１と同様に、単純冷
房運転では、冷媒回路（15）が行う冷凍サイクルによって得られた冷熱だけを用いて室内
の冷房が行われる。単純冷房運転では、給湯装置（70）及び蓄熱装置（90）が停止する。
また、単純冷房運転では、室外ファン（11）及び室内ファン（12）が作動する。
【０１５６】
　冷媒回路（15）は、熱源側熱交換器（21）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、各利用側
熱交換器（36a～36c）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機
（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。熱源側膨張弁（22）は全開
状態に保持され、給湯側膨張弁（29）及び蓄熱側膨張弁（34）は全閉状態に保持される。
各利用側膨張弁（37a～37c）は、対応する利用側熱交換器（36a～36c）の出口における冷
媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）、
第２電磁弁（102）、第３電磁弁（103）、及び第７電磁弁（107）は開状態となり、第４
電磁弁（104）、第５電磁弁（105）、第６電磁弁（106）、及び第８電磁弁（108）は閉状
態となる。
【０１５７】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過後に熱源側配管（20）へ流入する。熱源側配管（20）へ流入した
冷媒は、熱源側熱交換器（21）を通過する間に室外空気へ放熱して凝縮し、その後に三つ
の利用側配管（35a～35c）へ分かれて流入する。各利用側配管（35a～35c）において、冷
媒は、利用側膨張弁（37a～37c）を通過する際に減圧され、その後に利用側熱交換器（36
a～36c）へ流入し、室内空気から吸熱して蒸発する。各利用側熱交換器（36a～36c）にお
いて冷却された室内空気は、室内へ供給される。各利用側配管（35a～35c）を通過した冷
媒は、合流後に四方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機
（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１５８】
　　　〈湯沸かし冷房運転〉
　湯沸かし冷房運転について、図２０を参照しながら説明する。給湯空調システム（10）
では、給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を加熱する運転を行い、この給湯装置（70）
の運転によって得られた冷熱を用いて室内の冷房が行われる。湯沸かし冷房運転中には、
蓄熱装置（90）が停止する。また、湯沸かし冷房運転中には、室外ファン（11）が停止し
、各室内ファンが作動する。
【０１５９】
　冷媒回路（15）は、給湯側熱交換器（26）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、各利用側
熱交換器（36a～36c）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機
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（16）が作動し、四方切換弁（17）が第１状態に設定される。給湯側膨張弁（29）は全開
状態に保持され、熱源側膨張弁（22）及び蓄熱側膨張弁（34）は全閉状態に保持される。
各利用側膨張弁（37a～37c）は、対応する利用側熱交換器（36a～36c）の出口における冷
媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第２電磁弁（102）、
第３電磁弁（103）、第４電磁弁（104）、及び第７電磁弁（107）は開状態となり、第１
電磁弁（101）、第５電磁弁（105）、第６電磁弁（106）、及び第８電磁弁（108）は閉状
態となる。
【０１６０】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
給湯側配管（25）へ流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交換器（26
）の一次側流路（27）を通過する間に放熱して凝縮し、その後に三つの利用側配管（35a
～35c）へ分かれて流入する。各利用側配管（35a～35c）において、冷媒は、利用側膨張
弁（37a～37c）を通過する際に減圧され、その後に利用側熱交換器（36a～36c）へ流入し
、室内空気から吸熱して蒸発する。各利用側熱交換器（36a～36c）において冷却された室
内空気は、室内へ供給される。各利用側配管（35a～35c）を通過した冷媒は、合流後に四
方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入し
た冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１６１】
　湯沸かし冷房運転中において、給湯装置（70）は、貯湯槽（71）内の水を加熱する運転
を行う。湯沸かし冷房運転中に給湯装置（70）が行う運転は、第１蓄冷運転中に給湯装置
（70）が行う運転と同じである。
【０１６２】
　　　〈単純湯沸かし運転〉
　単純湯沸かし運転について、図２１を参照しながら説明する。給湯空調システム（10）
では、給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を加熱する運転を行い、蓄熱装置（90）が停
止する。また、給湯空調システム（10）では、室外ファン（11）が作動し、各室内ファン
が停止する。
【０１６３】
　冷媒回路（15）は、給湯側熱交換器（26）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、熱源側熱
交換器（21）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が
作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。給湯側膨張弁（29）は全開状態に保
持される。蓄熱側膨張弁（34）及び各利用側膨張弁（37a～37c）は、閉じていてもよいし
、開いていてもよい。熱源側膨張弁（22）は、熱源側熱交換器（21）の出口における冷媒
の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）、第
４電磁弁（104）、及び第７電磁弁（107）は開状態となり、第２電磁弁（102）、第３電
磁弁（103）、第５電磁弁（105）、第６電磁弁（106）、及び第８電磁弁（108）は閉状態
となる。
【０１６４】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
給湯側配管（25）へ流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交換器（26
）の一次側流路（27）を通過する間に放熱して凝縮する。給湯側配管（25）から流出した
冷媒は、熱源側膨張弁（22）を通過する際に減圧され、その後に熱源側熱交換器（21）へ
流入し、室外空気から吸熱して蒸発する。熱源側熱交換器（21）から流出した冷媒は、四
方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入し
た冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１６５】
　単純湯沸かし運転中において、給湯装置（70）は、貯湯槽（71）内の水を加熱する運転
を行う。単純湯沸かし運転中に給湯装置（70）が行う運転は、第１蓄冷運転中に給湯装置
（70）が行う運転と同じである。
【０１６６】
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　　　〈湯沸かし蓄熱運転〉
　湯沸かし蓄熱運転について、図２２を参照しながら説明する。給湯空調システム（10）
では、給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を加熱する運転を行い、蓄熱装置（90）が温
熱を蓄える運転を行う。また、給湯空調システム（10）では、室外ファン（11）が作動し
、各室内ファンが停止する。
【０１６７】
　冷媒回路（15）は、給湯側熱交換器（26）と蓄熱側熱交換器（31）の両方が凝縮器（即
ち、放熱器）となり、熱源側熱交換器（21）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回
路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。給湯
側膨張弁（29）及び蓄熱側膨張弁（34）は全開状態に保持され、利用側膨張弁（37a～37c
）は全閉状態に保持される。熱源側膨張弁（22）は、熱源側熱交換器（21）の出口におけ
る冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101
）、第２電磁弁（102）、第４電磁弁（104）、及び第５電磁弁（105）は開状態となり、
第３電磁弁（103）、第６電磁弁（106）、第７電磁弁（107）、及び第８電磁弁（108）は
閉状態となる。
【０１６８】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
その一部が給湯側配管（25）へ流入し、残りが四方切換弁（17）を通過して蓄熱側配管（
30）へ流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交換器（26）の一次側流
路（27）を通過する間に放熱して凝縮する。一方、蓄熱側配管（30）へ流入した冷媒は、
蓄熱側熱交換器（31）へ流入し、蓄熱槽（91）内の水へ放熱して凝縮する。給湯側配管（
25）から流出した冷媒と、蓄熱側配管（30）から流出した冷媒とは、合流後に熱源側膨張
弁（22）を通過し、その際に減圧される。その後、冷媒は、熱源側熱交換器（21）へ流入
し、室外空気から吸熱して蒸発する。熱源側熱交換器（21）から流出した冷媒は、四方切
換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入した冷
媒を圧縮してから吐出する。
【０１６９】
　湯沸かし蓄熱運転中において、給湯装置（70）は、貯湯槽（71）内の水を加熱する運転
を行う。湯沸かし蓄熱運転中に給湯装置（70）が行う運転は、第１蓄冷運転中に給湯装置
（70）が行う運転と同じである。
【０１７０】
　湯沸かし蓄熱運転中には、蓄熱槽（91）内の水が蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒に
よって加熱される。その結果、蓄熱槽（91）に温熱が蓄えられてゆく。
【０１７１】
　　　〈単純蓄熱運転〉
　単純蓄熱運転について、図２３を参照しながら説明する。給湯空調システム（10）では
、蓄熱装置（90）が温熱を蓄える運転を行い、給湯装置（70）が停止する。また、給湯空
調システム（10）では、室外ファン（11）が作動し、各室内ファンが停止する。
【０１７２】
　冷媒回路（15）は、蓄熱側熱交換器（31）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、熱源側熱
交換器（21）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機（16）が
作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。蓄熱側膨張弁（34）は全開状態に保
持され、給湯側膨張弁（29）及び各利用側膨張弁（37a～37c）は全閉状態に保持される。
熱源側膨張弁（22）は、熱源側熱交換器（21）の出口における冷媒の過熱度が所定の目標
値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）、第２電磁弁（102）、及び
第５電磁弁（105）は開状態となり、第３電磁弁（103）、第４電磁弁（104）、第６電磁
弁（106）、第７電磁弁（107）、及び第８電磁弁（108）は閉状態となる。
【０１７３】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過して蓄熱側配管（30）へ流入する。蓄熱側配管（30）へ流入した
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冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）へ流入し、蓄熱槽（91）内の水へ放熱して凝縮する。蓄熱
側配管（30）から流出した冷媒は、熱源側膨張弁（22）を通過する際に減圧され、その後
に熱源側熱交換器（21）へ流入し、室外空気から吸熱して蒸発する。熱源側熱交換器（21
）から流出した冷媒は、四方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入される
。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１７４】
　単純蓄熱運転中には、蓄熱槽（91）内の水が蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒によっ
て加熱される。その結果、蓄熱槽（91）に温熱が蓄えられてゆく。
【０１７５】
　　　〈利用暖房運転〉
　利用暖房運転について、図２４を参照しながら説明する。利用暖房運転では、蓄熱槽（
91）に蓄えられた温熱だけを用いて室内の暖房が行われる。給湯空調システム（10）では
、給湯装置（70）が停止する。また、給湯空調システム（10）では、室外ファン（11）が
停止し、各室内ファンが作動する。
【０１７６】
　冷媒回路（15）は、各利用側熱交換器（36a～36c）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、
蓄熱側熱交換器（31）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機
（16）が作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。熱源側膨張弁（22）及び給
湯側膨張弁（29）は、全開状態に保持される。各利用側膨張弁（37a～37c）は、対応する
利用側熱交換器（36a～36c）の出口における冷媒の過冷却度が所定の目標値となるように
、その開度が調節される。蓄熱側膨張弁（34）は、蓄熱側熱交換器（31）の出口における
冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）
、第３電磁弁（103）、及び第７電磁弁（107）は開状態となり、第２電磁弁（102）、第
４電磁弁（104）、第５電磁弁（105）、第６電磁弁（106）、及び第８電磁弁（108）は閉
状態となる。
【０１７７】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過した後に、三つの利用側配管（35a～35c）へ分かれて流入する。
各利用側配管（35a～35c）において、冷媒は、利用側熱交換器（36a～36c）へ流入し、室
内空気へ放熱して凝縮する。各利用側熱交換器（36a～36c）において加熱された室内空気
は、室内へ供給される。各利用側配管（35a～35c）から流出した冷媒は、合流後に蓄熱側
膨張弁（34）を通過し、その際に減圧される。減圧された冷媒は、蓄熱側熱交換器（31）
へ流入し、蓄熱槽（91）内の水から吸熱して蒸発する。蓄熱側熱交換器（31）から流出し
た冷媒は、第２接続用配管（47）を通って圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、
吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１７８】
　利用暖房運転中には、蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒が蓄熱槽（91）内の水から吸
熱する。つまり、蓄熱槽（91）に蓄えられた温熱が、蓄熱側熱交換器（31）を流れる冷媒
に付与される。
【０１７９】
　　　〈単純暖房運転〉
　単純暖房運転について、図２５を参照しながら説明する。実施形態１と同様に、単純暖
房運転では、冷媒回路（15）が行う冷凍サイクルによって得られた温熱だけを用いて室内
の暖房が行われる。給湯空調システム（10）では、給湯装置（70）及び蓄熱装置（90）が
停止する。また、給湯空調システム（10）では、室外ファン（11）及び各室内ファンが作
動する。
【０１８０】
　冷媒回路（15）は、各利用側熱交換器（36a～36c）が凝縮器（即ち、放熱器）となり、
熱源側熱交換器（21）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷媒回路（15）では、圧縮機
（16）が作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。給湯側膨張弁（29）及び蓄
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熱側膨張弁（34）は、全閉状態に保持される。各利用側膨張弁（37a～37c）は、対応する
利用側熱交換器（36a～36c）の出口における冷媒の過冷却度が所定の目標値となるように
、その開度が調節される。熱源側膨張弁（22）は、熱源側熱交換器（21）の出口における
冷媒の過熱度が所定の目標値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）
、第２電磁弁（102）、第３電磁弁（103）、及び第７電磁弁（107）は開状態となり、第
４電磁弁（104）、第５電磁弁（105）、第６電磁弁（106）、及び第８電磁弁（108）は閉
状態となる。
【０１８１】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
四方切換弁（17）を通過した後に、三つの利用側配管（35a～35c）へ分かれて流入する。
各利用側配管（35a～35c）において、冷媒は、利用側熱交換器（36a～36c）へ流入し、室
内空気へ放熱して凝縮する。各利用側熱交換器（36a～36c）において加熱された室内空気
は、室内へ供給される。各利用側配管（35a～35c）から流出した冷媒は、合流後に熱源側
膨張弁（22）を通過し、その際に減圧される。その後、冷媒は、熱源側熱交換器（21）へ
流入し、室外空気から吸熱して蒸発する。熱源側熱交換器（21）から流出した冷媒は、四
方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入される。圧縮機（16）は、吸入し
た冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１８２】
　　　〈湯沸かし暖房運転〉
　湯沸かし暖房運転について、図２６を参照しながら説明する。湯沸かし暖房運転では、
冷媒回路（15）が行う冷凍サイクルによって得られた温熱だけを用いて室内の暖房が行わ
れる。給湯空調システム（10）では、給湯装置（70）が貯湯槽（71）内の水を加熱する運
転を行い、蓄熱装置（90）が停止する。また、給湯空調システム（10）では、室外ファン
（11）及び各室内ファンが作動する。
【０１８３】
　冷媒回路（15）は、給湯側熱交換器（26）及び各利用側熱交換器（36a～36c）が凝縮器
（即ち、放熱器）となり、熱源側熱交換器（21）が蒸発器となる冷凍サイクルを行う。冷
媒回路（15）では、圧縮機（16）が作動し、四方切換弁（17）が第２状態に設定される。
蓄熱側膨張弁（34）は、全閉状態に保持される。各利用側膨張弁（37a～37c）は、対応す
る利用側熱交換器（36a～36c）の出口における冷媒の過冷却度が所定の目標値となるよう
に、その開度が調節される。給湯側膨張弁（29）は、給湯側熱交換器（26）の一次側流路
（27）の出口における冷媒の過冷却度が所定の目標値となるように、その開度が調節され
る。熱源側膨張弁（22）は、熱源側熱交換器（21）の出口における冷媒の過熱度が所定の
目標値となるように、その開度が調節される。第１電磁弁（101）、第２電磁弁（102）、
第３電磁弁（103）、第４電磁弁（104）、及び第７電磁弁（107）は開状態となり、第５
電磁弁（105）、第６電磁弁（106）、及び第８電磁弁（108）は閉状態となる。
【０１８４】
　冷媒回路（15）における冷媒の流れを説明する。圧縮機（16）から吐出された冷媒は、
その一部が給湯側配管（25）へ流入し、残りが四方切換弁（17）を通過後に三つの利用側
配管（35a～35c）へ分かれて流入する。給湯側配管（25）へ流入した冷媒は、給湯側熱交
換器（26）の一次側流路（27）を通過する間に放熱して凝縮する。一方、各利用側配管（
35a～35c）へ流入した冷媒は、利用側熱交換器（36a～36c）へ流入し、室内空気へ放熱し
て凝縮する。各利用側熱交換器（36a～36c）において加熱された室内空気は、室内へ供給
される。給湯側配管（25）から流出した冷媒と、各利用側配管（35a～35c）から流出した
冷媒とは、合流後に熱源側膨張弁（22）を通過し、その際に減圧される。減圧された冷媒
は、熱源側熱交換器（21）へ流入し、室外空気から吸熱して蒸発する。熱源側熱交換器（
21）から流出した冷媒は、四方切換弁（17）を通過し、その後に圧縮機（16）へ吸入され
る。圧縮機（16）は、吸入した冷媒を圧縮してから吐出する。
【０１８５】
　湯沸かし暖房運転中において、給湯装置（70）は、貯湯槽（71）内の水を加熱する運転
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を行う。湯沸かし暖房運転中に給湯装置（70）が行う運転は、第１蓄冷運転中に給湯装置
（70）が行う運転と同じである。
【０１８６】
　　　〈利用除霜運転〉
　利用除霜運転について説明する。利用除霜運転において、給湯空調システム（10）は、
図１４に示す第２蓄冷運転と同じ運転を行う。ただし、第２蓄冷運転中とは異なり、利用
除霜運転中には、室外ファン（11）が停止する。この利用除霜運転は、単純湯沸かし運転
、単純暖房運転、及び湯沸かし暖房運転の実行中に熱源側熱交換器（21）に付着した霜を
、蓄熱槽（91）に蓄えられた温熱を利用して融かすための運転である。
【０１８７】
　冷媒回路（15）において、圧縮機（16）から吐出された冷媒は、熱源側熱交換器（21）
へ流入して放熱する。その結果、熱源側熱交換器（21）に付着している霜が融解する。熱
源側熱交換器（21）において凝縮した冷媒は、蓄熱側膨張弁（34）を通過する際に減圧さ
れた後に蓄熱側熱交換器（31）へ流入し、蓄熱槽（91）内の水から吸熱して蒸発する。蓄
熱側熱交換器（31）から流出した冷媒は、圧縮機（16）へ吸入されて圧縮される。
【０１８８】
　　　〈冷房シーズンにおける運転動作〉
　夏季等の冷房シーズンにおいて、本実施形態の給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運
転と、第２蓄冷運転と、第３蓄冷運転と、第１利用冷房運転と、第２利用冷房運転と、湯
沸かし利用冷房運転と、単純冷房運転と、湯沸かし冷房運転とを行う。
【０１８９】
　第１蓄冷運転、第２蓄冷運転、及び第３蓄冷運転は、電力料金が安い深夜に行われる。
一方、第１利用冷房運転、第２利用冷房運転、湯沸かし利用冷房運転、単純冷房運転、及
び湯沸かし冷房運転は、主に日中から夕方にかけて行われる。
【０１９０】
　冷房シーズンの深夜において、給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運転と第３蓄冷運
転の少なくとも一方を必ず行う。上述したように、第１蓄冷運転中と第３蓄冷運転中の給
湯空調システム（10）では、冷媒回路（15）が冷凍サイクルを行い、給湯装置（70）が貯
湯槽（71）内の水を加熱し、冷媒回路（15）が行う冷凍サイクルによって得られた冷熱が
蓄熱装置（90）の蓄熱槽（91）に蓄えられる。第１蓄冷運転は、例えば翌日の給湯需要が
比較的多いと見込まれる場合に行われる。一方、第３蓄冷運転は、例えば翌日の給湯需要
が比較的少ないと見込まれる場合に行われる。
【０１９１】
　貯湯槽（71）内の水のほぼ全てが８０～９０℃程度の高温水になるか、貯湯槽（71）内
の高温水の量が翌日の給湯需要を賄える量に達すると、第１蓄冷運転や第３蓄冷運転は停
止する。このため、給湯需要が比較的少なくて冷房負荷の高い夏季には、第１蓄冷運転や
第３蓄冷運転によって蓄熱槽（91）に蓄えられた冷熱だけでは、日中の冷房負荷を処理し
きれない場合が多い。そこで、この場合、給湯空調システム（10）は、第１蓄冷運転の終
了後に第２蓄冷運転を行う。
【０１９２】
　上述したように、第２蓄冷運転中の給湯空調システム（10）では、冷媒回路（15）の冷
媒が蓄熱媒体から吸収した熱を室外空気へ放出しているため、貯湯槽（71）内の高温水の
量とは無関係に蓄熱槽（91）に冷熱を蓄えることができる。そこで、本実施形態の給湯空
調システム（10）は、深夜にこれらの蓄冷運転を行うことによって、蓄熱槽（91）に蓄え
られた冷熱量を充分に確保している。
【０１９３】
　第１利用冷房運転と第２利用冷房運転は、第１～第３蓄冷運転転によって蓄熱槽（91）
に蓄えられた冷熱を利用して、室内を冷房する運転である。第１利用冷房運転や第２利用
冷房運転における給湯空調システム（10）の消費電力は、冷媒回路（15）が行う冷凍サイ
クルによって得られた冷熱だけを利用して冷房を行う単純冷房運転中の給湯空調システム
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（10）の消費電力に比べて少なくなる。このため、電力料金の高い日中から夕方にかけて
の給湯空調システム（10）の消費電力が減少し、給湯空調システム（10）のランニングコ
ストが低減される。
【０１９４】
　ここで、蓄熱槽（91）に蓄えられた冷熱を使い切った後においても、室内の冷房が必要
な場合がある。その場合、給湯空調システム（10）は、単純冷房運転を行う。
【０１９５】
　また、第１～第２利用冷房運転中や単純冷房運転中に、給湯需要が予想よりも多くて貯
湯槽（71）内の高温水の量が足りなくなることもあり得る。この場合、給湯空調システム
（10）は、湯沸かし利用冷房運転や湯沸かし冷房運転を行う。
【０１９６】
　　　〈暖房シーズンにおける運転動作〉
　冬季等の暖房シーズンにおいて、給湯空調システム（10）は、単純湯沸かし運転と、湯
沸かし蓄熱運転と、単純蓄熱運転と、利用暖房運転と、単純暖房運転と、湯沸かし暖房運
転と、利用除霜運転とを行う。
【０１９７】
　単純湯沸かし運転、湯沸かし蓄熱運転、及び単純蓄熱運転は、電力料金が安い深夜に行
われる。一方、利用暖房運転、単純暖房運転、及び湯沸かし暖房運転は、主に日中から夕
方にかけて行われる。
【０１９８】
　暖房シーズンの深夜において、給湯空調システム（10）は、単純湯沸かし運転と湯沸か
し蓄熱運転の少なくとも一方を必ず行う。また、給湯空調システム（10）は、必要に応じ
て単純蓄熱運転を行う。つまり、深夜において給湯空調システム（10）は、貯湯槽（71）
内の水を加熱する運転と、蓄熱槽（91）に温熱を蓄えるための運転とを行う。
【０１９９】
　利用暖房運転は、湯沸かし蓄熱運転や単純蓄熱運転によって蓄熱槽（91）に蓄えられた
温熱を利用して、室内を暖房する運転である。利用暖房運転における給湯空調システム（
10）の消費電力は、冷媒回路（15）が行う冷凍サイクルによって得られた冷熱だけを利用
して暖房を行う単純暖房運転中の給湯空調システム（10）の消費電力に比べて少なくなる
。このため、電力料金の高い日中から夕方にかけての給湯空調システム（10）の消費電力
が減少し、給湯空調システム（10）のランニングコストが低減される。
【０２００】
　ここで、蓄熱槽（91）に蓄えられた温熱を使い切った後においても、室内の暖房が必要
な場合がある。その場合、給湯空調システム（10）は、単純暖房運転を行う。
【０２０１】
　また、単純暖房運転中に、給湯需要が予想よりも多くて貯湯槽（71）内の高温水の量が
足りなくなることもあり得る。この場合、給湯空調システム（10）は、湯沸かし暖房運転
を行う。
【０２０２】
　また、単純湯沸かし運転、単純暖房運転、及び湯沸かし暖房運転の実行中には、蒸発器
として機能する熱源側熱交換器（21）に霜が付着する場合がある。また、そのときに、蓄
熱槽（91）に温熱が残存していることがある。そのような場合、給湯空調システム（10）
は、利用除霜運転を行う。
【産業上の利用可能性】
【０２０３】
　以上説明したように、本発明は、給湯装置と蓄熱装置と冷媒回路とを備えた給湯空調シ
ステムについて有用である。
【符号の説明】
【０２０４】
　10　　給湯空調システム
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　15　　冷媒回路
　20　　熱源側配管（熱源側通路）
　21　　熱源側熱交換器
　22　　熱源側膨張弁
　25　　給湯側配管（給湯側通路）
　26　　給湯側熱交換器
　29　　給湯側膨張弁
　31　　蓄熱側熱交換器
　36　　利用側熱交換器
　41　　第１バイパス通路（バイパス通路）
　70　　給湯装置
　71　　貯湯槽
　90　　蓄熱装置
　91　　蓄熱槽
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