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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貯湯タンクと、
　この貯湯タンクから湯を取り出す取出経路と、
　湯を沸き上げるヒートポンプユニット、このヒートポンプユニットの入口側と前記貯湯
タンクの下部とを接続するヒートポンプ往き経路を有するとともに前記ヒートポンプユニ
ットの出口側と前記貯湯タンクの上部とを接続するヒートポンプ戻り経路を有する沸上用
循環経路、およびこの沸上用循環経路に設けられた沸上用循環ポンプを備えた室外機と、
　浴槽水が循環される追焚用熱交換器と、
　この追焚用熱交換器と浴槽とを接続する浴槽用循環経路と、
　この浴槽用循環経路に設けられた浴槽用循環ポンプと、
　前記取出経路から前記追焚用熱交換器および前記ヒートポンプ往き経路を通じて前記貯
湯タンクの下部に接続される追焚用循環経路と、
　この追焚用循環経路に設けられた追焚用循環ポンプと、
　前記ヒートポンプ戻り経路の接続を前記貯湯タンクの上部側と前記追焚用循環経路とで
切り換える切換弁と、
　前記浴槽水の温度を検知する浴槽水温度検知手段と、
　前記ヒートポンプユニットと前記貯湯タンクとの間の配管内の水温を検知する水温検知
手段と、
　この水温検知手段で前記ヒートポンプユニットと前記貯湯タンクとの間の配管内の水温
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が所定温度以下に低下したことを検知したときに、前記浴槽水温度検知手段で検知する浴
槽水の温度が所定温度以上であれば、前記切換弁で前記ヒートポンプ戻り経路の接続を前
記追焚用循環経路に切り換え、前記沸上用循環ポンプおよび前記浴槽用循環ポンプを作動
させる制御部と
　を具備していることを特徴とする給湯装置。
【請求項２】
　貯湯タンクと、
　この貯湯タンクから湯を取り出す取出経路と、
　湯を沸き上げるヒートポンプユニット、このヒートポンプユニットの入口側と前記貯湯
タンクの下部とを接続するヒートポンプ往き経路を有するとともに前記ヒートポンプユニ
ットの出口側と前記貯湯タンクの上部とを接続するヒートポンプ戻り経路を有する沸上用
循環経路、およびこの沸上用循環経路に設けられた沸上用循環ポンプを備えた室外機と、
　浴槽水が循環される追焚用熱交換器と、
　この追焚用熱交換器と浴槽とを接続する浴槽用循環経路と、
　この浴槽用循環経路に設けられた浴槽用循環ポンプと、
　前記取出経路から前記追焚用熱交換器および前記ヒートポンプ往き経路を通じて前記貯
湯タンクの下部に接続される追焚用循環経路と、
　この追焚用循環経路に設けられた追焚用循環ポンプと、
　前記ヒートポンプ戻り経路の接続を前記貯湯タンクの上部側と前記追焚用循環経路とで
切り換える切換弁と、
　前記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度を検知する浴槽水温度検知手段と、
　この浴槽水温度検知手段で前記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以下に低下
したことを検知したら、前記浴槽用循環ポンプを作動させ、この浴槽用循環ポンプを作動
後も前記浴槽水温度検知手段で前記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以上にな
ったことが検知されなければ、前記切換弁で前記ヒートポンプ戻り経路の接続を前記追焚
用循環経路に切り換え、前記ヒートポンプユニットを作動させるとともに前記沸上用循環
ポンプを作動させて凍結防止運転をする制御部と
　を具備していることを特徴とする給湯装置。
【請求項３】
　ヒートポンプユニットと貯湯タンクとの間の配管内の水温を検知する水温検知手段を具
備し、
　制御部は、前記水温検知手段で前記ヒートポンプユニットと前記貯湯タンクとの間の配
管内の水温が所定温度以下に低下したことを検知したときに、前記切換弁で前記ヒートポ
ンプ戻り経路の接続を前記追焚用循環経路に切り換え、前記ヒートポンプユニットを作動
させるとともに前記沸上用循環ポンプおよび前記浴槽用循環ポンプを作動させる
　ことを特徴とする請求項２記載の給湯装置。
【請求項４】
　貯湯タンクと、
　この貯湯タンクの上部に接続された上部接続経路と、
　前記貯湯タンクの上下方向の中間部に接続された中間部接続経路と、
　前記上部接続経路から取り出す前記貯湯タンクの上部の湯と前記中間部接続経路から取
り出す前記貯湯タンクの中間部の湯との混合比率を調整して取り出す調整弁と、
　この調整弁を通じて取り出された湯を給湯する給湯経路と、
　浴槽水が循環される追焚用熱交換器と、
　この追焚用熱交換器と浴槽とを接続する浴槽用循環経路と、
　この浴槽用循環経路に設けられた浴槽用循環ポンプと、
　前記給湯経路から前記追焚用熱交換器を通じて前記貯湯タンクの下部に接続される追焚
用循環経路と、
　この追焚用循環経路に設けられた追焚用循環ポンプと、
　前記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度を検知する浴槽水温度検知手段と、
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　前記貯湯タンクの上下方向の各高さ位置における湯温を検知する湯温検知手段と、
　前記浴槽水温度検知手段で前記浴槽用循環経路内の浴槽水が所定温度以下に低下したこ
とを検知したら、前記浴槽用循環ポンプを作動させ、この浴槽用循環ポンプを作動後も前
記浴槽水温度検知手段で前記浴槽水循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以上になったこ
とが検知されず、かつ前記湯温検知手段で前記貯湯タンクの中間部より下部に中温水が貯
湯されていれば、前記調整弁を前記中間部接続経路から前記貯湯タンクの中間部の中温水
を取り出すように調整させ、前記追焚用循環ポンプおよび前記浴槽用循環ポンプを作動さ
せる制御部と
　を具備していることを特徴とする給湯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴槽水の追い焚きを可能とした給湯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、給湯装置では、貯湯タンクの下部から水を取り出してヒートポンプユニットで沸
き上げるとともに沸き上げた湯を貯湯タンクの上部に取り入れて貯湯し、この貯湯タンク
に貯湯した湯を給湯や浴槽に張った浴槽水の追い焚きに用いている。
【０００３】
　貯湯タンク内の湯を利用して浴槽水の追い焚きをする場合は、貯湯タンク外に追焚用熱
交換器を配置し、追焚用循環ポンプを作動させて貯湯タンクの上部から湯を取り出して追
焚用熱交換器を通じて貯湯タンクの下部に戻すように循環させるとともに、浴槽用循環ポ
ンプを作動させて浴槽水を追焚用熱交換器に循環させ、浴槽水を追い焚きする方法がある
（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　ところで、外気温度が水の凍結温度より低下すると、給湯装置本体内の貯湯タンクと給
湯装置本体外のヒートポンプユニットとの間を接続する配管内の水や、給湯装置本体内の
追焚用熱交換器と給湯装置本体外の浴槽との間を接続する配管内の浴槽水が凍結するおそ
れがある。
【０００５】
　貯湯タンクとヒートポンプユニットとの間を接続する配管内の水の凍結を防止する場合
には、ヒートポンプユニットを作動させ、このヒートポンプユニットで沸き上げた湯を配
管内に流している。
【０００６】
　追焚用熱交換器と浴槽との間を接続する配管内の浴槽水の凍結を防止する場合には、浴
槽用循環ポンプを作動させ、浴槽内の浴槽水を配管を循環させている。また、浴槽の残り
湯の温度が低い場合には、配管内での浴槽水の流れを止めてしまうと凍結のおそれがある
ため、外気温度が上昇して凍結のおそれがなくなるまで、浴槽用循環ポンプを駆動し続け
ているか、あるいは、貯湯タンクの上部の高温の湯を追焚用熱交換器に流し、追焚用熱交
換器を介して浴槽内の浴槽水の温度を上昇させている。
【特許文献１】特許第３６３２６５１号公報（第６頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、貯湯タンクとヒートポンプユニットとの間を接続する配管内の水の凍結
を防止する場合、ヒートポンプユニットで沸き上げた湯を配管内に流すため、ヒートポン
プユニットを必ず作動させなければならず、凍結防止にかかる電力消費が大きい問題があ
る。
【０００８】
　また、追焚用熱交換器と浴槽との間を接続する配管内の浴槽水の凍結を防止する場合で
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あって、浴槽の残り湯の温度が低いために、外気温度が上昇して凍結のおそれがなくなる
まで浴槽用循環ポンプを駆動し続ける場合には、凍結防止にかかる電力消費が大きい問題
がある。あるいは、貯湯タンクの上部の高温の湯を追焚用熱交換器に流し、追焚用熱交換
器を介して浴槽内の浴槽水の温度を上昇させる場合には、浴槽の浴槽水がある程度温度上
昇した後に浴槽用循環ポンプを停止させて電力消費を軽減できるが、貯湯タンクの上部の
高温の湯を相当量使用してしまうため、再度ヒートポンプユニットによる貯湯タンクへの
沸上貯湯が必要となり、結果的には凍結防止にかかる電力消費が大きくなる問題がある。
【０００９】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、凍結防止にかかる電力消費を低減でき
る給湯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】
【００１０】
　請求項１記載の給湯装置は、貯湯タンクと、この貯湯タンクから湯を取り出す取出経路
と、湯を沸き上げるヒートポンプユニット、このヒートポンプユニットの入口側と前記貯
湯タンクの下部とを接続するヒートポンプ往き経路を有するとともに前記ヒートポンプユ
ニットの出口側と前記貯湯タンクの上部とを接続するヒートポンプ戻り経路を有する沸上
用循環経路、およびこの沸上用循環経路に設けられた沸上用循環ポンプを備えた室外機と
、浴槽水が循環される追焚用熱交換器と、この追焚用熱交換器と浴槽とを接続する浴槽用
循環経路と、この浴槽用循環経路に設けられた浴槽用循環ポンプと、前記取出経路から前
記追焚用熱交換器および前記ヒートポンプ往き経路を通じて前記貯湯タンクの下部に接続
される追焚用循環経路と、この追焚用循環経路に設けられた追焚用循環ポンプと、前記ヒ
ートポンプ戻り経路の接続を前記貯湯タンクの上部側と前記追焚用循環経路とで切り換え
る切換弁と、前記浴槽水の温度を検知する浴槽水温度検知手段と、前記ヒートポンプユニ
ットと前記貯湯タンクとの間の配管内の水温を検知する水温検知手段と、この水温検知手
段で前記ヒートポンプユニットと前記貯湯タンクとの間の配管内の水温が所定温度以下に
低下したことを検知したときに、前記浴槽水温度検知手段で検知する浴槽水の温度が所定
温度以上であれば、前記切換弁で前記ヒートポンプ戻り経路の接続を前記追焚用循環経路
に切り換え、前記沸上用循環ポンプおよび前記浴槽用循環ポンプを作動させる制御部とを
具備しているものである。
【００１１】
　請求項２記載の給湯装置は、貯湯タンクと、この貯湯タンクから湯を取り出す取出経路
と、湯を沸き上げるヒートポンプユニット、このヒートポンプユニットの入口側と前記貯
湯タンクの下部とを接続するヒートポンプ往き経路を有するとともに前記ヒートポンプユ
ニットの出口側と前記貯湯タンクの上部とを接続するヒートポンプ戻り経路を有する沸上
用循環経路、およびこの沸上用循環経路に設けられた沸上用循環ポンプを備えた室外機と
、浴槽水が循環される追焚用熱交換器と、この追焚用熱交換器と浴槽とを接続する浴槽用
循環経路と、この浴槽用循環経路に設けられた浴槽用循環ポンプと、前記取出経路から前
記追焚用熱交換器および前記ヒートポンプ往き経路を通じて前記貯湯タンクの下部に接続
される追焚用循環経路と、この追焚用循環経路に設けられた追焚用循環ポンプと、前記ヒ
ートポンプ戻り経路の接続を前記貯湯タンクの上部側と前記追焚用循環経路とで切り換え
る切換弁と、前記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度を検知する浴槽水温度検知手段と、こ
の浴槽水温度検知手段で前記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以下に低下した
ことを検知したら、前記浴槽用循環ポンプを作動させ、この浴槽用循環ポンプを作動後も
前記浴槽水温度検知手段で前記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以上になった
ことが検知されなければ、前記切換弁で前記ヒートポンプ戻り経路の接続を前記追焚用循
環経路に切り換え、前記ヒートポンプユニットを作動させるとともに前記沸上用循環ポン
プを作動させて凍結防止運転をする制御部とを具備しているものである。
【００１２】
　請求項３記載の給湯装置は、請求項２記載の給湯装置において、ヒートポンプユニット
と貯湯タンクとの間の配管内の水温を検知する水温検知手段を具備し、制御部は、前記水
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温検知手段で前記ヒートポンプユニットと前記貯湯タンクとの間の配管内の水温が所定温
度以下に低下したことを検知したときに、前記切換弁で前記ヒートポンプ戻り経路の接続
を前記追焚用循環経路に切り換え、前記ヒートポンプユニットを作動させるとともに前記
沸上用循環ポンプおよび前記浴槽用循環ポンプを作動させるものである。
【００１３】
　請求項４記載の給湯装置は、貯湯タンクと、この貯湯タンクの上部に接続された上部接
続経路と、前記貯湯タンクの上下方向の中間部に接続された中間部接続経路と、前記上部
接続経路から取り出す前記貯湯タンクの上部の湯と前記中間部接続経路から取り出す前記
貯湯タンクの中間部の湯との混合比率を調整して取り出す調整弁と、この調整弁を通じて
取り出された湯を給湯する給湯経路と、浴槽水が循環される追焚用熱交換器と、この追焚
用熱交換器と浴槽とを接続する浴槽用循環経路と、この浴槽用循環経路に設けられた浴槽
用循環ポンプと、前記給湯経路から前記追焚用熱交換器を通じて前記貯湯タンクの下部に
接続される追焚用循環経路と、この追焚用循環経路に設けられた追焚用循環ポンプと、前
記浴槽用循環経路内の浴槽水の温度を検知する浴槽水温度検知手段と、前記貯湯タンクの
上下方向の各高さ位置における湯温を検知する湯温検知手段と、前記浴槽水温度検知手段
で前記浴槽用循環経路内の浴槽水が所定温度以下に低下したことを検知したら、前記浴槽
用循環ポンプを作動させ、この浴槽用循環ポンプを作動後も前記浴槽水温度検知手段で前
記浴槽水循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以上になったことが検知されず、かつ前記
湯温検知手段で前記貯湯タンクの中間部より下部に中温水が貯湯されていれば、前記調整
弁を前記中間部接続経路から前記貯湯タンクの中間部の中温水を取り出すように調整させ
、前記追焚用循環ポンプおよび前記浴槽用循環ポンプを作動させる制御部とを具備してい
るものである。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の給湯装置によれば、ヒートポンプユニットと貯湯タンクとの間を接続す
る配管内の水温が所定温度以下に低下したことを検知したときに、浴槽水の温度が所定温
度以上であれば、切換弁でヒートポンプ戻り経路の接続を追焚用循環経路に切り換えてヒ
ートポンプユニットと追焚用熱交換器とを閉水路で接続とし、沸上用循環ポンプおよび浴
槽用循環ポンプを作動させることにより、浴槽水の熱で浴槽用循環経路の凍結防止を同時
にしながら、ヒートポンプユニットと貯湯タンクとの間を接続する配管内の水温を上昇さ
せて凍結防止ができ、ヒートポンプユニットの作動が必要なく、凍結防止にかかる電力消
費を低減できる。
【００１５】
　請求項２記載の給湯装置によれば、浴槽用循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以下に
低下したことを検知したら、浴槽用循環ポンプを作動させるが、この浴槽用循環ポンプの
作動後も浴槽用循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以上になったことが検知されなけれ
ば、切換弁でヒートポンプ戻り経路の接続を追焚用循環経路に切り換えてヒートポンプユ
ニットと追焚用熱交換器とを閉水路で接続とし、ヒートポンプユニットを作動させるとと
もに沸上用循環ポンプを作動させることにより、ヒートポンプユニットで沸き上げた湯で
、ヒートポンプユニットと貯湯タンクとの間を接続する配管の凍結防止を同時にしながら
、浴槽水の温度を上昇させて浴槽用循環経路内での凍結防止ができ、ヒートポンプユニッ
トの作動が凍結防止に必要な必要最小限でよく、凍結防止にかかる電力消費を低減できる
。
【００１６】
　請求項３記載の給湯装置によれば、請求項２記載の給湯装置の効果に加えて、ヒートポ
ンプユニットと貯湯タンクとの間を接続する配管内の水温が所定温度以下に低下したこと
を検知したときに、切換弁でヒートポンプ戻り経路の接続を追焚用循環経路に切り換えて
ヒートポンプユニットと追焚用熱交換器とを閉水路で接続とし、ヒートポンプユニットを
作動させるとともに沸上用循環ポンプおよび浴槽用循環ポンプを作動させることにより、
ヒートポンプユニットで沸き上げた湯の熱を、ヒートポンプユニットと追焚用熱交換器と
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の間を接続する配管の凍結防止とともに、浴槽用循環経路内での凍結防止にも効率よく利
用できる。
【００１７】
　請求項４記載の給湯装置によれば、浴槽用循環経路内の浴槽水が所定温度以下に低下し
たことを検知したら、浴槽用循環ポンプを作動させるが、この浴槽用循環ポンプの作動後
も浴槽水循環経路内の浴槽水の温度が所定温度以上になったことが検知されず、かつ貯湯
タンクの中間部より下部に中温水が貯湯されていれば、調整弁を中間部接続経路から貯湯
タンクの中間部の中温水を取り出すように調整させ、追焚用循環ポンプおよび浴槽用循環
ポンプを作動させることにより、貯湯タンク内の中温水を追焚用熱交換器に流し、浴槽水
の温度を上昇させて浴槽用循環経路内での凍結防止ができ、貯湯タンクの上部の高温の湯
を使用することがなく、ヒートポンプユニットの作動が必要なく、凍結防止にかかる電力
消費を低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１に示すように、給湯装置11は、本体ユニット12と、湯を沸き上げるための室外機13
とを備え、浴槽14に張った浴槽水の追焚機能を有している。
【００２０】
　本体ユニット12は、湯を貯湯する貯湯タンク17を有し、この貯湯タンク17の側面には、
貯湯タンク17の上部および下部とともに貯湯タンク17内における複数の残湯量に対応した
上下方向の各高さ位置に、貯湯タンク17内の湯水温度を検知するサーミスタ等の複数の湯
温検知手段18a～18fが配設されている。
【００２１】
　貯湯タンク17の下部には、水道管などの給水源に配管される給水経路20が接続されてい
る。この給水経路20には、給水圧力を減圧する減圧弁21、貯湯タンク17への給水の流れの
みを許容する逆止弁22、給水経路20を開閉する開閉弁23が配設されている。給水経路20は
、開閉弁23を通じて貯湯タンク17の下部に水が流れる給水管20aと、開閉弁23が閉じてい
るときに室外機13に水が流れる給水管20bとを有している。給水管20aと給水管20bとは、
貯湯タンク17の下部から室外機13へ向けた方向のみに水が流れるのを許容する逆止弁24を
介して接続されている。
【００２２】
　貯湯タンク17の上部に上部接続経路26が接続され、貯湯タンク17の上下方向の中間部に
中間部接続経路27が接続されている。これら上部接続経路26と中間部接続経路27とは電動
弁である調整弁28に接続され、この調整弁28により、上部接続経路26から取り出す貯湯タ
ンク17の上部の湯と中間部接続経路27から取り出す貯湯タンク17の中間部の湯との混合比
率を調整して取り出す。この調整弁28で調整可能とする混合比率には、いずれか一方が１
００％、他方が０％の場合も含まれる。調整弁28には取り出された湯を給湯する給湯経路
29が接続されている。給湯経路29には湯の温度を検知する温度検知手段30が配設されてい
る。そして、これら上部接続経路26、中間部接続経路27、調整弁28、給湯経路29によって
、貯湯タンク17から湯を取り出す取出経路31が形成されている。
【００２３】
　給湯経路29から給水経路20に接続される追焚用循環経路34が形成され、この追焚用循環
経路34には、給湯経路29から給水経路20の方向への湯の流れのみを許容する逆止弁35、浴
槽水と熱交換する追焚用熱交換器36、この追焚用熱交換器36の出口側の湯の温度を検知す
る出口温度検知手段37、給湯経路29から給水経路20へ湯を循環させる追焚用循環ポンプ38
が配設されている。
【００２４】
　追焚用熱交換器36と浴槽14とが浴槽用循環経路41によって接続されている。この浴槽用
循環経路41は、浴槽14の浴槽水を取り込んで追焚用熱交換器36に導く戻り配管42、追焚用
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熱交換器36を通過した浴槽水を浴槽14に導く往き配管43を有している。戻り配管42には、
浴槽14から取り込んだ浴槽水の温度を検知するサーミスタ等の浴槽水温度検知手段44、浴
槽14の水位を検知するもので浴槽14に浴槽水が貯留されていることを浴槽水貯留検知手段
としての圧力センサ45、浴槽14への自動湯張り時に流路を切り換えるための切換弁46、浴
槽水を循環させる浴槽用循環ポンプ47、浴槽水の循環を検知するフロースイッチ48が配設
されている。往き配管43には、浴槽14に導入する浴槽水の温度を検知するサーミスタ等の
浴槽水温度検知手段49が配設されている。
【００２５】
　また、給湯経路29および給水経路20は給湯用の混合弁52および浴槽用の混合弁53にそれ
ぞれ接続されている。これら混合弁52，53は、給湯経路29からの湯と給水経路20からの水
とを混合して、例えば台所などに設置されるメインリモコンや浴室に設置される浴室リモ
コン等によりそれぞれ設定される給湯設定温度の湯を給湯する。混合弁52，53に接続され
る給水経路20の接続配管20cには、混合弁52，53へ向けた方向への水の流れのみを許容す
る逆止弁54，55が配設されている。
【００２６】
　給湯用の混合弁52には所定の給湯場所に給湯する給湯路56が接続され、この給湯路56に
は湯の流量を検知する流量計57、および湯の温度を検知する温度検知センサ58が配設され
ている。
【００２７】
　浴槽用の混合弁53には浴槽14に給湯する浴槽用給湯管59が接続され、この浴槽用給湯管
59には浴槽14へ向けた方向のみ給湯の流れを許容する逆止弁や流路を開閉する給水電磁弁
などを備えたホッパ60が配設されている。浴槽用給湯管59は浴槽用循環経路41の切換弁46
に接続され、浴槽用循環経路41を通じて浴槽14に給湯可能としている。
【００２８】
　また、貯湯タンク17の上部接続経路26には、沸上時の過剰な圧力を逃す逃し弁63が接続
され、この逃し弁63は排水経路64に接続されている。貯湯タンク17の下部と排水経路64と
の間は、貯湯タンク17内の水を排水する排水バルブ65を介して接続されている。
【００２９】
　また、貯湯タンク17側と室外機13とが沸上用循環経路68によって接続されている。この
沸上用循環経路68は、給水経路20を通じて貯湯タンク17の下部と室外機13の入口側とを接
続するヒートポンプ往き経路69、室外機13の出口側に接続されるヒートポンプ戻り経路70
を有している。このヒートポンプ戻り経路70には切換弁71が配設され、この切換弁71に、
貯湯タンク17の上部に接続されるヒートポンプ戻り経路70a、中間部接続経路27に接続さ
れるヒートポンプ戻り経路70b、追焚用循環経路34に接続されるヒートポンプ戻り経路70c
が接続されている。そして、切換弁71により、室外機13の出口側に対する接続がヒートポ
ンプ戻り経路70a，70b，70cのいずれか１つに切り換えられる。
【００３０】
　また、室外機13には、湯を沸き上げるヒートポンプユニット74が配設されている。この
ヒートポンプユニット74は、圧縮機、凝縮器として機能する沸上用熱交換器、膨張弁、蒸
発器等で構成される冷媒水路を有している。このヒートポンプユニット74の沸上用熱交換
器に沸上用循環経路68が接続されている。
【００３１】
　室外機13には、ヒートポンプユニット74の沸上用熱交換器の上流側のヒートポンプ往き
経路69に、ヒートポンプ往き経路69からヒートポンプ往き経路69を通じてヒートポンプ戻
り経路70に循環させる沸上用循環ポンプ75が配設されている。
【００３２】
　室外機13には、ヒートポンプユニット74の沸上用熱交換器からヒートポンプ戻り経路70
に流れる湯や水の温度を検知する水温検知手段76が配設されている。
【００３３】
　なお、図示していないが、本体ユニット12や室外機13に外気温を検知する外気温検知手
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段が配設されている。
【００３４】
　また、本体ユニット12は、給湯装置11を制御する制御部81を備えている。
【００３５】
　この制御部81は、貯湯タンク17とヒートポンプユニット74との間を接続する配管内の水
の凍結を防止するヒートポンプ側配管凍結防止機能として次の２つのうちの少なくとも１
つを有している。
【００３６】
　第１のヒートポンプ側配管凍結防止機能では、水温検知手段76でヒートポンプユニット
74と貯湯タンク17との間の配管内の水温が所定温度以下に低下したことを検知したときに
、浴槽水温度検知手段44，49で検知する浴槽水の温度が所定温度以上であれば、切換弁71
でヒートポンプ戻り経路70の接続を追焚用循環経路34に切り換え、沸上用循環ポンプ75お
よび浴槽用循環ポンプ47を作動させる。
【００３７】
　第２のヒートポンプ側配管凍結防止機能では、水温検知手段76でヒートポンプユニット
74と貯湯タンク17との間の配管内の水温が所定温度以下に低下したことを検知したときに
、湯温検知手段18a～18fで貯湯タンク17の中間部より下部に中温水が貯湯されていること
を検知していれば、切換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を貯湯タンク17の中間部に
切り換え、沸上用循環ポンプ75を作動させる。
【００３８】
　また、制御部81は、追焚用熱交換器36と浴槽14との間を接続する配管内の浴槽水の凍結
を防止する浴槽側配管凍結防止機能として次の２つのうちの少なくとも１つを有している
。
【００３９】
　第１の浴槽側配管凍結防止機能では、浴槽水温度検知手段44，49で浴槽用循環経路41内
の浴槽水の温度が所定温度以下に低下したことを検知したら、浴槽用循環ポンプ47を作動
させ、この浴槽用循環ポンプ47を作動後も浴槽水温度検知手段44，49で浴槽用循環経路41
内の浴槽水の温度が所定温度以上になったことが検知されなければ、切換弁71でヒートポ
ンプ戻り経路70の接続を追焚用循環経路34に切り換え、ヒートポンプユニット74を作動さ
せるとともに沸上用循環ポンプ75を作動させて凍結防止運転をする。
【００４０】
　この第１の浴槽側配管凍結防止機能では、さらに、水温検知手段76でヒートポンプユニ
ット74と貯湯タンク17との間の配管内の水温が所定温度以下に低下したことを検知したと
きに、切換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を追焚用循環経路34に切り換え、ヒート
ポンプユニット74を作動させるとともに沸上用循環ポンプ75および浴槽用循環ポンプ47を
作動させる機能も有している。
【００４１】
　第２の浴槽側配管凍結防止機能では、浴槽水温度検知手段44，49で浴槽用循環経路41内
の浴槽水が所定温度以下に低下したことを検知したら、浴槽用循環ポンプ47を作動させ、
この浴槽用循環ポンプ47を作動後も浴槽水温度検知手段44，49で浴槽水循環経路41内の浴
槽水の温度が所定温度以上になったことが検知されず、かつ湯温検知手段18a～18fで貯湯
タンク17の中間部より下部に中温水が貯湯されていれば、調整弁28を中間部接続経路27か
ら貯湯タンク17の中間部の中温水を取り出すように調整させ、追焚用循環ポンプ38および
浴槽用循環ポンプ47を作動させる。
【００４２】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。
【００４３】
　まず、貯湯タンク17への湯の貯湯動作について説明する。
【００４４】
　特定の沸上時間帯として例えば時間帯別電灯制度の夜間時間帯において、室外機13のヒ
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ートポンプユニット74および沸上用循環ポンプ75を作動させる。沸上用循環ポンプ75の作
動により、貯湯タンク17の下部の水をヒートポンプ往き経路69から取り出してヒートポン
プユニット74に送り、このヒートポンプユニット74で沸き上げた湯をヒートポンプ戻り経
路70の切換弁71で切り換えられるヒートポンプ戻り経路70a，70bのいずれかを通じて貯湯
タンク17に戻す。
【００４５】
　室外機13のヒートポンプユニット74で沸き上げられた湯の出湯温度が沸上目標温度以上
のときには、切換弁71でヒートポンプ戻り経路70aに切り換え、貯湯タンク17の上部に沸
上目標温度以上の湯を貯湯する。
【００４６】
　例えば全量沸上時等に全量沸き上がり近くなると、貯湯タンク17の下部の水の温度が高
くなるためヒートポンプユニット74による沸上能力が低下し、室外機13のヒートポンプユ
ニット74で沸き上げられた湯の出湯温度が沸上目標温度よりも低くなる。このときには、
切換弁71でヒートポンプ戻り経路70bに切り換え、中間部接続経路27を通じて貯湯タンク1
7の中間部に貯湯し、貯湯タンク17の上部の湯の温度低下を防止する。
【００４７】
　次に、給湯動作について説明する。
【００４８】
　給湯路56の下流側に配設される給湯栓等を開くことにより、給水圧力により貯湯タンク
17内の上部の湯を押し出し、給湯経路29を通じて貯湯タンク17から取り出される湯と給水
経路20から給水される水とを混合弁52で混合して給湯設定温度の湯を給湯する。給湯経路
29に取り出される湯は、調整弁28により、上部接続経路26から取り出す貯湯タンク17の上
部の湯と中間部接続経路27から取り出す貯湯タンク17の中間部の湯との混合比率を調整し
て取り出す。
【００４９】
　次に、浴槽14の利用について説明する。
【００５０】
　浴槽14に湯張りする場合には、ホッパ60の給水電磁弁を開くことにより、給水圧力によ
り貯湯タンク17内の上部の湯を押し出し、給湯経路29を通じて貯湯タンク17から取り出さ
れる湯と給水経路20から給水される水とを混合弁53で混合して浴槽設定温度の湯を浴槽14
に給湯する。浴槽14への給湯は、浴槽用給湯管59、切換弁46、戻り往き配管43を通じて給
湯することにより、戻り配管42の圧力センサ45で水位を監視しながら給湯したり、切換弁
46で戻り配管42と往き配管43の２管を通じて所定量の湯を迅速に給湯する。
【００５１】
　浴槽14に湯張りした後は、所定時間毎に、浴槽用循環ポンプ47を作動させて浴槽14の浴
槽水を浴槽用循環経路41内に循環させ、浴槽水温度検知手段44，49で浴槽水の温度を検知
し、保温の必要つまり追焚動作の必要があるか監視する。
【００５２】
　次に、浴槽14に湯張りされた浴槽水の追い焚きについて説明する。
【００５３】
　追焚用循環ポンプ38を作動させることにより、調整弁28により、上部接続経路26から取
り出す貯湯タンク17の上部の湯と中間部接続経路27から取り出す貯湯タンク17の中間部の
湯との混合比率を調整して取り出す。調整弁28で取り出された湯は、追焚用循環経路34を
通じて追焚用熱交換器36に流れ、この追焚用熱交換器36で浴槽水と熱交換する。追焚用熱
交換器36での熱交換によって温度低下した中温水は、追焚用循環経路34から給水経路20を
通じて貯湯タンク17の下部に戻る。そして、浴槽14から浴槽用循環経路41に取り込まれた
浴槽水は、追焚用熱交換器36を通過する間に温度上昇して浴槽14に戻り、浴槽14内の湯温
を上昇させる。
【００５４】
　あるいは、切換弁71をヒートポンプユニット74の出口側と中間部接続経路27との接続に
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切り換え、調整弁28を中間部接続経路27のみから湯を取り出すように調整し、ヒートポン
プユニット74を作動させるとともに沸上用循環ポンプ75を作動させる。この沸上用循環ポ
ンプ75の作動により、調整弁28で取り出される湯が、追焚用循環経路34を通じて追焚用熱
交換器36に流れ、この追焚用熱交換器36で浴槽水と熱交換する。追焚用熱交換器36での熱
交換によって温度低下した例えば４０～５０℃の中温水が、追焚用循環経路34から給水経
路20および沸上用循環経路68を通じてヒートポンプユニット74に流れ、このヒートポンプ
ユニット74で高温の湯に沸き上げる。ヒートポンプユニット74で沸き上げた湯が、切換弁
71からヒートポンプ戻り経路70bを通じて中間部接続経路27に流れ、調整弁28から追焚用
循環経路34に再び取り出される。そして、浴槽14から浴槽用循環経路41に取り込まれた浴
槽水は、追焚用熱交換器36を通過する間に温度上昇して浴槽14に戻り、浴槽14内の湯温を
上昇させる。
【００５５】
　次に、貯湯タンク17とヒートポンプユニット74との間を接続する配管内の水の凍結を防
止する第１のヒートポンプ側配管凍結防止機能について、図１を参照して説明する。
【００５６】
　図１の配管経路の黒表示、および矢印にて示すように、外気温が低下し、水温検知手段
76でヒートポンプユニット74と貯湯タンク17との間の配管内の水温が所定温度以下に低下
したことを検知したとき、圧力センサ45で浴槽14に浴槽水が貯留されていることを検知し
ていて、浴槽水温度検知手段44，49で検知する浴槽水の温度が所定温度以上であれば、切
換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を追焚用循環経路34に切り換え、沸上用循環ポン
プ75および浴槽用循環ポンプ47を作動させる。
【００５７】
　浴槽14の浴槽水が浴槽用循環経路41に取り込まれて追焚用熱交換器36に流れる。
【００５８】
　切換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を追焚用循環経路34に切り換えることにより
、ヒートポンプユニット74と追焚用熱交換器36とが閉水路で接続され、沸上用循環ポンプ
75の作動で閉水路内を水が循環する。この閉水路内を循環する水が追焚用熱交換器36を通
過する間に浴槽水との熱交換によって温度上昇し、ヒートポンプユニット74と貯湯タンク
17との間の配管内の水温が上昇し、凍結が防止される。その水温が凍結のおそれがない所
定温度以上に達したら、沸上用循環ポンプ75および浴槽用循環ポンプ47を停止させる。
【００５９】
　このとき、浴槽14内の浴槽水が浴槽用循環経路41を循環するため、浴槽用循環経路41の
配管内の浴槽水の温度も上昇し、凍結が防止される。
【００６０】
　このように、浴槽水の熱で浴槽用循環経路41の凍結防止を同時にしながら、ヒートポン
プユニット74と貯湯タンク17との間を接続する配管内の水温を上昇させて凍結防止ができ
、ヒートポンプユニット74の作動が必要なく、凍結防止にかかる電力消費を低減できる。
【００６１】
　次に、貯湯タンク17とヒートポンプユニット74との間を接続する配管内の水の凍結を防
止する第２のヒートポンプ側配管凍結防止機能について、図２を参照して説明する。
【００６２】
　図２の配管経路の黒表示、および矢印にて示すように、外気温が低下し、水温検知手段
76でヒートポンプユニット74と貯湯タンク17との間の配管内の水温が所定温度以下に低下
したことを検知したとき、例えば浴槽14に浴槽水が貯留されていない場合でも、湯温検知
手段18a～18fで貯湯タンク17の中間部より下部に例えば２０℃～３０℃の中温水が貯湯さ
れていることを検知していれば、切換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を貯湯タンク
17の中間部に切り換え、沸上用循環ポンプ75を作動させる。このとき、ヒートポンプユニ
ット74は作動させない。
【００６３】
　沸上用循環ポンプ75の作動により、貯湯タンク17の下部の中温水が沸上用循環経路68に
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取り出され、この沸上用循環経路68内を通じて貯湯タンク17の中間部に戻る。これにより
、ヒートポンプユニット74と貯湯タンク17との間の配管内の水温が上昇し、凍結が防止さ
れる。その水温が凍結のおそれがない所定温度以上に達したら、沸上用循環ポンプ75を停
止させる。
【００６４】
　このように、ヒートポンプユニット74と貯湯タンク17との間を接続する配管内に貯湯タ
ンク17内の中温水を取り込んで凍結防止ができ、ヒートポンプユニット74の作動が必要な
く、凍結防止にかかる電力消費を低減できる。
【００６５】
　しかも、貯湯タンク17の中間部より下側の中温水の温度を低下させることができるため
、その後の沸上時間帯での沸上時において、ヒートポンプユニット74では中温水からでは
なく水から沸き上げることができ、ヒートポンプユニット74による沸上効率を向上できる
。
【００６６】
　次に、追焚用熱交換器36と浴槽14との間を接続する配管内の浴槽水の凍結を防止する第
１の浴槽側配管凍結防止機能について、図３を参照して説明する。
【００６７】
　図３の配管経路の黒表示、および矢印にて示すように、外気温が低下し、浴槽水温度検
知手段44，49で浴槽用循環経路41内の浴槽水の温度が所定温度以下に低下したことを検知
したら、浴槽用循環ポンプ47を作動させる。
【００６８】
　この浴槽用循環ポンプ47の作動後に、浴槽水温度検知手段44，49で浴槽用循環経路41内
の浴槽水の温度が所定温度以上であって例えば１０℃以上になったことが検知されれば、
浴槽用循環ポンプ47を停止させる。
【００６９】
　また、浴槽用循環ポンプ47の作動後も浴槽水温度検知手段44，49で浴槽用循環経路41内
の浴槽水の温度が所定温度以上であって例えば１０℃以上になったことが検知されなけれ
ば、切換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を追焚用循環経路34に切り換え、ヒートポ
ンプユニット74を作動させるとともに沸上用循環ポンプ75を作動させて凍結防止運転をす
る。
【００７０】
　切換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を追焚用循環経路34に切り換えることにより
、ヒートポンプユニット74と追焚用熱交換器36とが閉水路で接続され、ヒートポンプユニ
ット74の作動で沸き上げられた湯が沸上用循環ポンプ75の作動で閉水路内を循環する。浴
槽用循環経路41内を循環する浴槽水が追焚用熱交換器36を通過する間にヒートポンプユニ
ット74で沸き上げられた湯との熱交換によって温度上昇し、浴槽14内の浴槽水の温度が上
昇して、浴槽用循環経路41内の浴槽水の凍結が防止される。その浴槽水が凍結のおそれが
ない所定温度以上に達したら、沸上用循環ポンプ75および浴槽用循環ポンプ47を停止させ
る。
【００７１】
　このとき、ヒートポンプユニット74で沸き上げた湯で、ヒートポンプユニット74と貯湯
タンク17との間を接続する配管内の温度も上昇し、凍結が防止される。
【００７２】
　このように、ヒートポンプユニット74で沸き上げた湯で、ヒートポンプユニット74と貯
湯タンク17との間を接続する配管の凍結防止を同時にしながら、浴槽水の温度を上昇させ
て浴槽用循環経路41内での凍結防止ができ、ヒートポンプユニット74の作動が凍結防止に
必要な必要最小限でよく、凍結防止にかかる電力消費を低減できる。
【００７３】
　また、この第１の浴槽側配管凍結防止機能では、浴槽水温度検知手段44，49で浴槽用循
環経路41内の浴槽水の温度が所定温度以下に低下したことを検知していなくても、水温検
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知手段76でヒートポンプユニット74と貯湯タンク17との間の配管内の水温が所定温度以下
に低下したことを検知したとき、切換弁71でヒートポンプ戻り経路70の接続を追焚用循環
経路34に切り換え、ヒートポンプユニット74を作動させるとともに沸上用循環ポンプ75お
よび浴槽用循環ポンプ47を作動させる。
【００７４】
　これにより、ヒートポンプユニット74で沸き上げた湯の熱を、ヒートポンプユニット74
と追焚用熱交換器36との間を接続する配管の凍結防止とともに、浴槽用循環経路41内での
凍結防止にも効率よく利用できる。
【００７５】
　次に、追焚用熱交換器36と浴槽14との間を接続する配管内の浴槽水の凍結を防止する第
２の浴槽側配管凍結防止機能について、図４を参照して説明する。
【００７６】
　図４の配管経路の黒表示、および矢印にて示すように、外気温が低下し、浴槽水温度検
知手段44，49で浴槽用循環経路41内の浴槽水が所定温度以下に低下したことを検知したら
、浴槽用循環ポンプ47を作動させる。
【００７７】
　この浴槽用循環ポンプ47の作動後に、浴槽水温度検知手段44，49で浴槽用循環経路41内
の浴槽水の温度が所定温度以上であって例えば１０℃以上になったことが検知されれば、
浴槽用循環ポンプ47を停止させる。
【００７８】
　また、浴槽用循環ポンプ47の作動後も浴槽水温度検知手段44，49で浴槽水循環経路41内
の浴槽水の温度が所定温度以上であって例えば１０℃以上になったことが検知されず、か
つ湯温検知手段18a～18fで貯湯タンク17の中間部より下部に例えば２０℃～３０℃の中温
水が貯湯されていることが検知されていれば、調整弁28を中間部接続経路27から貯湯タン
ク17の中間部の中温水を取り出すように調整させ、追焚用循環ポンプ38および浴槽用循環
ポンプ47を作動させる。
【００７９】
　沸上用循環ポンプ75の作動により、貯湯タンク17の中間部の中温水が調整弁28を通じて
追焚用循環経路34に取り出され、この追焚用循環経路34を通じて貯湯タンク17の下部に戻
る。浴槽用循環経路41内を循環する浴槽水が追焚用熱交換器36を通過する間に貯湯タンク
17から取り出された中温水との熱交換によって温度上昇し、浴槽14内の浴槽水の温度が上
昇して、浴槽用循環経路41内の浴槽水の凍結が防止される。その浴槽水が凍結のおそれが
ない所定温度以上に達したら、追焚用循環ポンプ38および浴槽用循環ポンプ47を停止させ
る。
【００８０】
　このように、貯湯タンク17内の中温水を追焚用熱交換器に流し、浴槽水の温度を上昇さ
せて浴槽用循環経路41内での凍結防止ができ、貯湯タンク17の上部の高温の湯を使用する
ことがなく、ヒートポンプユニット74の作動が必要なく、凍結防止にかかる電力消費を低
減できる。
【００８１】
　しかも、貯湯タンク17の中間部より下側の中温水の温度を低下させることができるため
、その後の沸上時間帯での沸上時において、ヒートポンプユニット74では中温水からでは
なく水から沸き上げることができ、ヒートポンプユニット74による沸上効率を向上できる
。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の一実施の形態を示す給湯装置の第１のヒートポンプ側配管凍結防止機能
を説明する構成図である。
【図２】同上給湯装置の第２のヒートポンプ側配管凍結防止機能を説明する構成図である
。
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【図３】同上給湯装置の第１の浴槽側配管凍結防止機能を説明する構成図である。
【図４】同上給湯装置の第２の浴槽側配管凍結防止機能を説明する構成図である。
【符号の説明】
【００８３】
　11　　給湯装置
　13　　室外機
　14　　浴槽
　17　　貯湯タンク
　18a～18f　　湯温検知手段
　26　　上部接続経路
　27　　中間部接続経路
　28　　調整弁
　29　　給湯経路
　31　　取出経路
　34　　追焚用循環経路
　36　　追焚用熱交換器
　38　　追焚用循環ポンプ
　41　　浴槽用循環経路
　44，49　　浴槽水温度検知手段
　47　　浴槽用循環ポンプ
　68　　沸上用循環経路
　69　　ヒートポンプ往き経路
　70　　ヒートポンプ戻り経路
　71　　切換弁
　74　　ヒートポンプユニット
　75　　沸上用循環ポンプ
　76　　水温検知手段
　81　　制御部
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