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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湯水を貯める給湯タンクと、
　該給湯タンクの湯水を加熱する加熱手段と、
　前記給湯タンクの湯水と熱交換させて被加熱媒体を加熱する追いだき熱交換器と
を備え、
　前記追いだき熱交換器を通過した前記給湯タンクの湯水の一部又は全部を、前記加熱手
段が加熱した湯水と合流させた湯水を前記給湯タンクの上部から流入させる追いだき回路
を形成することを特徴とする貯湯式給湯装置。
【請求項２】
　前記加熱手段は、圧縮機、膨張弁及び蒸発器とともに、冷媒を循環させる冷凍サイクル
回路を構成し、前記給湯タンクの湯水と前記冷媒とを熱交換させる水冷媒熱交換器である
ことを特徴とする請求項１記載の貯湯式給湯装置。
【請求項３】
　前記加熱手段が加熱した湯水の温度が給湯タンク上部における湯水の温度よりも高くな
るように、前記加熱手段の加熱制御を行う計測制御装置をさらに備えることを特徴とする
請求項１又は２記載の貯湯式給湯装置。
【請求項４】
　前記追いだき熱交換器を通過した湯水を、前記加熱手段が加熱した湯水と合流させるた
めの流路と、前記給湯タンクの中央部分又は該中央部分より下方から流入させる流路とに
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分岐させる三方弁をさらに備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の貯湯
式給湯装置。
【請求項５】
　前記合流させた湯水の温度が、給湯タンクの上部における湯水の温度と同じになるよう
に、前記三方弁の開度を制御する計測制御装置をさらに備えることを特徴とする請求項４
記載の貯湯式給湯装置。
【請求項６】
　湯水を貯める給湯タンクと、
　圧縮機、膨張弁及び蒸発器とともに、冷媒を循環させる冷凍サイクル回路を構成し、前
記給湯タンクの湯水と前記冷媒とを熱交換させて加熱する水冷媒熱交換器と、
　前記給湯タンクの湯水と熱交換させて被加熱媒体を加熱する追いだき熱交換器と
　該追いだき熱交換器を通過した湯水を、前記水冷媒熱交換器が加熱した湯水と合流させ
て前記給湯タンクの上部から流入させるための流路と、前記給湯タンクの中央部分又は該
中央部分より下方から流入させる流路とに分岐させる三方弁と
を備えることを特徴とする貯湯式給湯装置。
【請求項７】
　湯水を貯める給湯タンクと、
　該給湯タンクの湯水を加熱する加熱手段と、
　前記給湯タンクの湯水との熱交換により被加熱媒体を加熱する追いだき熱交換器と、
　前記加熱手段を通過する前記湯水の流量と前記追いだき熱交換器を通過する前記湯水の
流量の比を変化させる流量比制御手段と
を備え、
　前記給湯タンクの下部から前記加熱手段を通過させて加熱した湯水と前記給湯タンク上
部から導いた湯水とを混合させて前記追いだき熱交換器を通過させ、前記貯湯タンクの上
部から流入させる追いだき回路を形成することを特徴とする貯湯式給湯装置。
【請求項８】
　前記流量比制御手段は、
　前記追いだき熱交換器を通過させる湯水の流量を制御するための追いだき用ポンプと、
　前記加熱手段を通過させる湯水の流量を制御するための加熱用ポンプと
を有することを特徴とする請求項７記載の貯湯式給湯装置。
【請求項９】
　前記流量比制御手段は、
　前記追いだき熱交換器に湯水を通過させるための追いだき用ポンプと、
　前記給湯タンクの下部から前記加熱手段を通過させて加熱した湯水と前記給湯タンク上
部から導いた湯水とを比率を制御しながら混合させるための混合弁と
を有することを特徴とする請求項７記載の貯湯式給湯装置。
【請求項１０】
　前記流量比制御手段を制御して前記給湯タンクに流入させる湯水の温度を制御する計測
制御装置をさらに備えることを特徴とする請求項７～９記載の貯湯式給湯装置。
【請求項１１】
　少なくとも前記給湯タンクの上部の温度に基づく温度及び出湯端末に送る湯水に設定さ
れる出湯設定温度を、前記給湯タンクに流入させる湯水の温度の目標温度として、切り換
え可能に設定できることを特徴とする請求項１０記載の貯湯式給湯装置。
【請求項１２】
　前記計測制御装置は、
　前記出湯端末に前記湯水を送るか否かに基づいて、前記給湯タンクに流入させる湯水の
温度の目標温度を判定することを特徴とする請求項１１記載の貯湯式給湯装置。
【請求項１３】
　前記追いだき熱交換器の湯水の流出口側と前記貯湯タンクの上部との間の流路から分岐
し、出湯端末へ湯水を送るための出湯管と、
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　前記追いだき熱交換器を通過した湯水を出湯管に流すか又は前記給湯タンクに流入させ
るかを切り替えるための切り替え手段と
をさらに備えることを特徴とする請求項８～１２のいずれかに記載の貯湯式給湯装置。
【請求項１４】
　前記追いだき熱交換器の湯水の流出口側と前記貯湯タンクの上部との間の流路から分岐
し、出湯端末へ湯水を送るための出湯管と、
　前記給湯タンクに流入させるか、前記加熱手段に流すか又は前記追いだき熱交換器を通
過した湯水を出湯管に流すかを切り替えるための切り替え手段と
をさらに備えることを特徴とする請求項８～１２のいずれかに記載の貯湯式給湯装置。
【請求項１５】
　前記切り替え手段は三方弁であり、前記追いだき熱交換器の湯水の流出口側と前記貯湯
タンクの上部への流路、前記追いだき熱交換器の湯水の流出口側と前記加熱手段への流路
、又は三方を閉じて前記追いだき熱交換器の湯水の流出口側と前記出湯管への流路を選択
的可能にすることを特徴とする請求項１４記載の貯湯式給湯装置。
【請求項１６】
　前記出湯端末に前記湯水を送るか否かに基づいて、前記切り替え手段の切替え制御を行
う計測制御装置をさらに備えることを特徴とする請求項１３～１５のいずれかに記載の貯
湯式給湯装置。
【請求項１７】
　前記追いだき熱交換器に前記被加熱媒体を通過させるための媒体用ポンプと、
　前記給湯タンクの上部の湯水を所定の温度にして前記出湯管に送るため、前記媒体用ポ
ンプにより前記追いだき熱交換器を通過する前記被加熱媒体の流量を制御する計測制御装
置とをさらに備えることを特徴とする請求項１３～１６のいずれか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、貯湯式給湯装置に関するものである。特に給湯タンク内の高温水を熱源にし
て、浴槽の湯などの追いだき運転を実施することができる装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、事前に加熱手段により沸上げた給湯用の湯水（湯又は水）を貯湯タンクに貯め
ておき、貯湯タンクから給湯を行う貯湯式給湯装置において、追いだき運転を実施するこ
とができるものがある（例えば、特許文献１参照）。この特許文献１の装置では、追いだ
き運転を実施する際に、給湯タンクの上部の高温水と浴槽内の浴槽水とを追いだき熱交換
器で熱交換させ浴槽水を加熱するとともに、熱交換により温度が低下した中温水（タンク
上部の高温水より温度が低く、給水等によりタンク下部に貯留する低温水より温度が高い
水）を給湯タンク下部に戻す構成としていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１２５３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、熱交換により温度が低下した多量の中温水を給湯タンクに流入させるこ
とにより、例えば、給湯タンク内の高温水と低温水との密度の違いで形成される温度成層
に変化が生じる。そのため、給湯タンク内の湯水の温度分布が変化し、例えば出湯に係る
給湯タンク上部の高温水の温度が低下して無効熱量が増加する等、効率が低下してしまう
。
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【０００５】
　特に冷凍サイクル回路により水を加熱して高温水を生成する場合については、一般に、
熱交換器に流入する水の温度が低いほど熱交換に係る熱量が大きくなるので運転効率が高
く、高いほど運転効率が低下する。特に冷凍サイクル回路の冷媒に二酸化炭素（ＣＯ2 ）
を用いる場合はこの特徴が顕著になる。従来の装置では、追いだき熱交換器での熱交換に
より温度が低下した中温水を給湯タンク下部に戻す構成としていたため、給湯タンク下部
に存在する低温水と混合して、給湯タンク下部の低温水の温度が追いだき運転実施時に上
昇していた。そのため、冷凍サイクルにより給湯タンク内下部の低温水を加熱し高温水と
して給湯タンク上部から流入させる沸上げ運転を実施する場合、給湯タンク下部の低温水
温度上昇に伴い冷凍サイクル回路の運転効率が低下し、装置の運転効率が低下するという
問題があった。
【０００６】
　本発明は上述のような課題を解決するためになされたものであり、追いだき運転時に給
湯タンクの中央部分及び下部に流入する中温水を低減することで、効率のよい運転を行う
ことができる貯湯式給湯装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る貯湯式給湯装置は、湯水を貯める給湯タンクと、給湯タンクの湯水を加熱
する加熱手段と、給湯タンクの湯水と熱交換させて被加熱媒体を加熱する追いだき熱交換
器とを備え、追いだき熱交換器を通過した給湯タンクの湯水の一部又は全部を、加熱手段
が加熱した湯水と合流させて給湯タンクの上部から流入させる追いだき回路を形成する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、追いだき熱交換器において被加熱媒体を加熱することで温度が低下し
た湯水を加熱手段が加熱した湯水と合流させて給湯タンクの上部から流入させるようにし
たので、給湯タンクの中央部分及び下部に、温度が低下した湯水を多量に流入させなくて
もよくなる。そのため、給湯タンク内の湯水の温度分布を変化させず、出湯に係る温度を
下げずにすみ、効率を維持することができる。特に冷凍サイクル回路を用いて湯水を加熱
している場合、下部の低温水の温度上昇を抑制することで、運転効率低下を回避すること
ができ、高効率の運転を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１の貯湯式給湯装置の構成図。
【図２】実施の形態１に係わる貯湯式給湯装置の追いだき運転の制御処理を表す図。
【図３】本発明の実施の形態１の別の貯湯式給湯装置の構成図。
【図４】「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」における装置の動作等を表す図である。
【図５】「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」の装置の動作等を表す図である。
【図６】「追いだき＋給湯モード」における装置の動作等を表す図である。
【図７】「追いだきモード」における装置の動作等を表す図である。
【図８】運転モード遷移、出湯の有無及び追いだき能力の関係を示す図である。
【図９】実施の形態５に係る貯湯式給湯装置の構成を表す図である。
【図１０】実施の形態６に係る貯湯式給湯装置の構成を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る貯湯式給湯装置を中心とする構成を表す図である。
図１に基づいて、本発明に係る貯湯式給湯装置の構成等について説明する。図１の貯湯式
給湯装置は、ヒートポンプユニット１とタンクユニット２とで構成する。ヒートポンプユ
ニット１内には圧縮機３、放熱器である水冷媒熱交換器４、膨張弁５、蒸発器である空気
熱交換器６が搭載される。そして、圧縮機３、水冷媒熱交換器４、膨張弁５及び空気熱交
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換器６を環状に配管接続して冷凍サイクル回路（冷媒回路）を構成する。
【００１１】
　圧縮機３は、例えば駆動周波数を任意に変化させることにより容量（単位時間あたりの
送り出し量）を変化させることができる、インバータ回路を備えた容量可変の圧縮機であ
る。水冷媒熱交換器４は、プレート式あるいは二重管式などの熱交換器であり、流入する
冷媒と水（低温水）との間で熱交換を行う。水冷媒熱交換器４における熱交換により、冷
媒は放熱し、水は吸熱する。膨張弁５は開度が可変である電子膨張弁である。空気熱交換
器６はファン６Ａにより流れてきた外気と冷媒との間で熱交換を行う。空気熱交換器６に
おける熱交換により冷媒は吸熱し、外気は放熱する。
【００１２】
　一方、タンクユニット２内には、湯水を貯める給湯タンク７、ポンプ８ａ、８ｂ及び８
ｃ、追いだき熱交換器９並びに三方弁（三方流量調整弁）１０が搭載される。また、タン
クユニット２に関する計測、制御処理等を実施する計測制御装置１４ｂが搭載される。本
実施の形態においては、ポンプ８ａ、８ｂ及び８ｃはインバータ回路を有し、駆動回転数
により容量可変できる。
【００１３】
　ここで、タンクユニット２内では、給湯タンク７下部を起点に、沸上げ（加熱）用のポ
ンプ８ａ、水冷媒熱交換器４を経て給湯タンク７の上部に戻ることで、ヒートポンプユニ
ット１、タンクユニット２を湯水が循環するように沸上げ回路Ａが構成される。また、追
いだき回路Ｂが構成される。追いだき回路Ｂは、給湯タンク７上部を起点に、追いだき熱
交換器９、追いだき用のポンプ８ｂ、三方弁１０に至り、三方弁１０により分岐される。
分岐された一方の湯水は、給湯タンク７の中央部分に設けられた中温水流入部から給湯タ
ンク７に戻り、もう一方は沸上げ回路Ａにおいて沸き上げられた高温水と合流して上部か
ら給湯タンク７に戻るような構成となる。
【００１４】
　また、給湯タンク７には出湯管２０と給水管２１とが接続されており、給水管２１によ
り給湯タンク７下部から給水し、出湯管２０により浴槽１１への湯張りなど各種の給湯用
途に応じて給湯タンク７より出湯がなされる。また浴槽１１の浴槽水（被加熱媒体）につ
いて追いだきを行うため、浴槽１１、浴槽水（被加熱媒体）用のポンプ８ｃ、追いだき熱
交換器９で浴槽水を循環させる浴槽循環回路Ｃが構成される。
【００１５】
　ヒートポンプユニット１内には、圧縮機３の吐出側、吸入側に圧力センサ１２ａ、１２
ｂが配置されており、それぞれ配置場所における冷媒圧力を検知した信号を計測制御装置
１４ａに送信する。また、圧縮機３の吐出側、吸入側に温度センサ１３ａ、１３ｂが配置
されており、それぞれ配置場所における冷媒温度を検知した信号を計測制御装置１４ａに
送信する。
【００１６】
　また、タンクユニット２には、温度センサ１３ｃが沸上げ回路Ａの水冷媒熱交換器出口
側、温度センサ１３ｄが沸上げ回路Ａと追いだき回路Ｂの合流点の下流側、温度センサ１
３ｋが浴槽１１内の湯の循環回路の追いだき熱交換器９の下流側に設けられている。それ
ぞれ配置場所の水温を検知し、計測制御装置１４ｂに信号を送信する。また温度センサ１
３ｅ～１３ｊが給湯タンク７の高さ方向について上部から下部にかけて設けられ、それぞ
れ設置された位置（高さ）の水温を検知した信号を計測制御装置１４ｂに送信する。
【００１７】
　ヒートポンプユニット１内の計測制御装置１４ａは、圧力センサ１２ａ、１２ｂ及び温
度センサ１３ａ、１３ｂの検知（計測）に係るデータ、装置使用者から入力手段（図示せ
ず）を介して指示される運転内容等に基づいて、圧縮機３の運転、膨張弁５の開度、空気
熱交換器６のファン送風量等、ヒートポンプユニット１（冷凍サイクル回路）の各手段（
アクチュエーター）の制御処理を行う。
【００１８】
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　また、タンクユニット２内の計測制御装置１４ｂは、温度センサ１３ｃ～１３ｋの計測
（検知）に係るデータ、装置使用者から指示される運転内容等に基づいて、ポンプ８ａ、
８ｂ、８ｃの運転、三方弁１０の開度等のタンクユニット２内の各手段を制御する。ここ
で、計測制御装置１４ａと計測制御装置１４ｂとは、データ等を含む信号の通信を行うこ
とができるものとする。ここでは計測制御装置１４ａと計測制御装置１４ｂとに分けて構
成しているが、ヒートポンプユニット１及びタンクユニット２における計測制御を１台の
装置で行うようにしてもよい。
【００１９】
　次に本実施の形態における貯湯式給湯装置の運転動作について説明する。本装置では、
給湯タンク７に高温水を貯湯するための沸上げ運転、給湯タンク７内の高温水を負荷に出
湯するための出湯運転、給湯タンク７内の湯を熱源にして被加熱媒体である浴槽１１内の
浴槽水を加熱するための追いだき運転を行うことができる。
【００２０】
　まず始めに沸上げ運転の動作について説明する。沸上げ運転時の冷凍サイクル回路にお
いては、ヒートポンプユニット１内の計測制御装置１４ａが、圧縮機３、空気熱交換器６
のファン６Ａを駆動させる。圧縮機３により昇圧された高温高圧のガス冷媒が水冷媒熱交
換器４に流入する。水冷媒熱交換器４に流入した冷媒は、熱交換により低温水を加熱しな
がら放熱冷却し、高圧低温の冷媒となる。その後、冷媒は膨張弁５で減圧されて低圧の気
液二相冷媒となり、空気熱交換器６にて外気と熱交換を行って吸熱して蒸発し、低圧低温
のガスとなり、再び圧縮機３に吸入される。
【００２１】
　一方、タンクユニット２内の計測制御装置１４ｂは、ポンプ８ａを駆動させて給湯タン
ク７内の下部にある低温水を水冷媒熱交換器４に搬送する。そして、水冷媒熱交換器４に
おいて、冷媒との熱交換により、低温水は加熱され、高温水として生成されて給湯タンク
７の上部に戻される。ここで、給湯タンク７内では上部に高温水、下部に低温水が滞留し
て温度成層が形成され、高温水と低温水との間には温度境界層が生成される。沸上げ運転
が進むにつれて、低温水の割合が減少し、高温水の割合が増加するため、温度境界層は、
給湯タンク７の下部に移動する。
【００２２】
　沸上げ運転を行う際、給湯タンク７における貯湯温度の目標値が装置使用者により設定
される。その貯湯温度の目標値に応じて、計測制御装置１４ａ、１４ｂが運転制御を行う
。ここで、貯湯温度はレジオネラ菌の繁殖回避するため６５℃を下限、９０℃を上限とす
る範囲で、出湯管２０からの出湯量などを勘案して設定されることになる。タンクユニッ
ト２内の計測制御装置１４ｂは、ポンプ８ａで搬送される水流量について、温度センサ１
３ｃ（又は１３ｄ）が検知する水冷媒熱交換器４出口の湯水の温度が貯湯温度の目標値に
なるように流量制御する。例えば、水冷媒熱交換器４出口の湯水の温度が目標値よりも低
い場合は、ポンプ８ａで搬送される水流量が少なくなるようにポンプ８ａの容量を低く制
御する。逆に、水冷媒熱交換器４出口の湯水の温度が貯湯温度の目標値よりも高い場合は
、ポンプ８ａで搬送される水流量が多くなるようにポンプ８ａの容量を高く制御する。
【００２３】
　ヒートポンプユニット１では、計測制御装置１４ａが、貯湯温度の目標値に応じて圧縮
機３の容量及び膨張弁５の開度の制御を行う。圧縮機３の容量制御は、冷媒回路内の高圧
側となる圧縮機３の吐出側における圧力が、貯湯温度の目標値に応じて設定される圧力目
標値となるように制御する。このため、圧力センサ１２ａの検知による圧力が圧力目標値
よりも低い場合は圧縮機３の容量を高く制御する。そして、圧力センサ１２ａの検知によ
る圧力が圧力目標値よりも高い場合は圧縮機３の容量を低く制御する。また、膨張弁５の
開度制御は、冷媒回路内の高温側となる圧縮機３の吐出側における温度が、貯湯温度の目
標値に応じて設定される温度目標値となるように制御する。このため、温度センサ１３ａ
の検知に係る温度が温度目標値よりも低い場合は膨張弁５の開度を小さくする制御を行う
。温度センサ１３ａの検知に係る温度が温度目標値よりも高い場合は膨張弁５の開度を大
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きくする制御を行う。
【００２４】
　次に出湯運転の動作について説明する。出湯運転では、出湯管２０から給湯タンク７内
に貯まった高温水を供給する。このとき、給水管２１から水道水などの低温水が流入し、
給湯タンク７内の貯水量を一定に保つようにする。これにより、出湯運転を実施すると、
給湯タンク７内の低温水と高温水との間にできる温度境界層が出湯量に応じて給湯タンク
７上部に移動する。
【００２５】
　次に追いだき運転の動作について説明する。追いだき運転では、ポンプ８ｂ、８ｃを駆
動し、給湯タンク７内の高温水を熱源にして被加熱媒体である浴槽１１内の浴槽水を加熱
する。また、追いだき運転時には、ポンプ８ａ及び圧縮機３も駆動して、上述した沸上げ
運転も実施する。
【００２６】
　ここで、追いだき回路Ｂ、浴槽循環回路Ｃにおける湯水の流れを中心に、被加熱媒体で
ある浴槽１１内の湯の加熱動作について説明する。計測制御装置１４ｂはポンプ８ｂを駆
動させる。ポンプ８ｂが駆動すると、給湯タンク７上部の高温水が追いだき熱交換器９に
流入する。また、計測制御装置１４ｂはポンプ８ｃを駆動させる。ポンプ８ｃの駆動によ
り、浴槽水も追いだき熱交換器９に流入する。給湯タンク７上部から追いだき熱交換器９
に流入した高温水は、浴槽水と熱交換して放熱し、温度が低下して中温水となる。一方、
浴槽水は吸熱して昇温する。例えば給湯タンク７からの高温水の温度が６５℃、浴槽１１
からの浴槽水の温度が３０℃である場合に、給湯タンク７からの高温水が６５℃から４５
℃に温度が低下し、浴槽水は３０℃から４０℃に昇温する。
【００２７】
　追いだき熱交換器９にて、温度が低下した中温水は、ポンプ８ｂを経て三方弁１０にて
二分岐される。分岐された一方の中温水は、中温水流入部から給湯タンク７に戻される。
もう一方の中温水は沸上げ運転にて生成される高温水と合流し、給湯タンク７の上部に戻
される。
【００２８】
　図２は追いだき運転時における計測制御装置１４ａ、１４ｂが行う制御を表す図である
。追いだき運転時に行う制御処理について図２に基づいて説明する。まず、計測制御装置
１４ａ、１４ｂは目標温度を設定する（ステップＳ１）。ここで、例えば、上述した沸き
上げ運転においては、装置使用者が設定を行ったが、追いだき運転では、貯湯温度の目標
値については、温度センサ１３ｅの検知に係る給湯タンク７上部の湯の温度よりも高くな
るように計測制御装置１４ｂが設定する。基本的には、ヒートポンプユニット１で沸上げ
可能な最大温度、例えば９０℃に設定する。また、追いだき温度（浴槽水の温度）の目標
値については、装置使用者が決定した温度に基づいて設定する。ここでは、装置使用者が
決定した温度を追いだき温度の目標値として設定する。
【００２９】
　次に、計測制御装置１４ａ、１４ｂは、追いだき運転時に動作させる各手段の初期設定
を行う（ステップＳ２）。例えば、計測制御装置１４ａは、貯湯温度の目標値に基づいて
圧縮機３の容量及び膨張弁５の開度を初期設定する。また、計測制御装置１４ｂは、貯湯
温度の目標値及び追いだき温度の目標値に基づいて、ポンプ８ａ、８ｂ及び８ｃの容量並
びに三方弁１０の開度を設定する。そして、上述した追いだき運転の動作を各手段に行わ
せる（ステップＳ３）。
【００３０】
　所定時間が経過したものと判断すると（ステップＳ４）、計測制御装置１４ａ、１４ｂ
による、沸上げ運転の制御については、上述した沸上げ運転単独の場合と同様に、設定し
た貯湯温度の目標値に基づいて処理を実施する（ステップＳ５）。このとき、計測制御装
置１４ａは、圧縮機３の吐出側における圧力が、貯湯温度の目標値に応じた圧力目標値と
なるように圧縮機３の容量を制御する。そして、冷凍サイクル回路内の高温側となる圧縮
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機３の吐出側における温度が、貯湯温度の目標値に応じた温度目標値となるように膨張弁
５の開度を制御する。また、計測制御装置１４ｂは、ポンプ８ａで搬送される水流量につ
いて、温度センサ１３ｃが検知する水冷媒熱交換器４出口の湯水の温度が貯湯温度の目標
値になるように流量制御する。また、ポンプ８ｂは、所定の搬送流量が得られるように容
量を制御する。
【００３１】
　さらに、計測制御装置１４ｂは、ポンプ８ｃについて、温度センサ１３ｋが検知した追
いだき熱交換器９において昇温された浴槽水の温度と追いだき温度の目標値とを対比し、
浴槽水の温度が追いだき温度の目標値と同じであるかどうかを判断する（ステップＳ６）
。浴槽水の温度が追いだき温度の目標値であれば、ポンプ８ｃの容量をそのままにしてお
く。一方、浴槽水の温度が目標値よりも高いと判断すると（ステップＳ７）、ポンプ８ｃ
の容量を増加させ（ステップＳ８）、また、浴槽水の温度が目標値よりも低い（浴槽水の
温度が目標値よりも高くないと判断した）場合はポンプ８ｃの容量を減少させる（ステッ
プＳ９）。
【００３２】
　また、計測制御装置１４ｂは、三方弁１０の開度制御について、温度センサ１３ｄの検
知に係る給湯タンク７上部に戻される合流した湯水の温度と温度センサ１３ｅで検知され
る給湯タンク７上部の高温水の温度とを対比し、合流した湯水の温度が給湯タンク７上部
の高温水の温度と同じであるかどうかを判断する（ステップＳ１０）。合流した湯水の温
度が給湯タンク７上部の高温水の温度であれば三方弁１０の開度をそのままにしておく。
一方、合流した湯水の温度が給湯タンク７上部の高温水の温度より高いと判断すると（ス
テップＳ１１）、給湯タンク７の上部から戻す分の中温水がより多くなるようにして、合
流した湯水の温度が下がるようにする。そのため、給湯タンク７上部に戻る流路の方の開
度を大きくする（給湯タンク７中温水流入部に戻る流路の方の開度は小さくなる）ように
三方弁１０の開度を制御する（ステップＳ１２）。逆に、合流した湯水の温度が給湯タン
ク７上部の高温水の温度より低い（合流した湯水の温度が高温水の温度よりも高くないと
判断した）場合、給湯タンク７の上部から戻す分の中温水が少なくなるようにして、合流
した湯水の温度が上がるようにする。そのため、給湯タンク７上部に戻る流路の方の開度
を小さくする（給湯タンク７中温水流入部に戻る流路の方の開度は大きくなる）ように三
方弁１０の開度を制御する（ステップＳ１３）。そして、ステップＳ４に戻り、以上の動
作を所定の時間が経過する度に繰り返し行う。ここで、本実施の形態においては、ステッ
プＳ１０において、合流した湯水の温度が給湯タンク７上部の高温水の温度と同じである
かどうかを判断することで、給湯タンク７の上部から戻す分の中温水が多くなるようにし
たが、これに限定するものではない。例えば合流した湯水の温度が高温水の温度を下げる
ことを避けるために、合流した湯水の温度が給湯タンク７上部の高温水の温度以上である
かどうかを判断するようにしてもよい。
【００３３】
　次に、追いだき運転実施時の給湯タンク７に関連する温度状況について説明する。上述
したとおり、給湯タンク７上部の高温水は追いだき熱交換器９で放熱して温度が低下し、
中温水となる。このときの中温水の温度は浴槽水の温度に近接するため、給湯タンク７上
部に貯留される高温水よりも温度が低く、給湯タンク７下部の低温水よりも温度が高くな
る。この中温水がそのまま給湯タンク７の中温水流入部から流入すると以下の作用をもた
らす。
【００３４】
　まず、給湯タンク７の中温水流入部に高温水がある場合、流入した中温水と混合するこ
とで、その箇所の湯水の温度が低下する。ここで、給湯タンク７の湯水は貯湯される時間
が長くなるにつれて温度が低下するが、給湯に用いられる高温水等の温度、例えば４２℃
より温度が低下すると、その湯水の熱は給湯に用いることのできない無効熱量となる。こ
のため、給湯タンク７内の湯水の温度を低下させることは、無効となる湯量を増加させる
要因となり、その分沸上げ運転時に余分な運転を行うことになり、装置の運転効率を低下
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させてしまう。
【００３５】
　また、給湯タンク７の中温水流入部に低温水がある場合、流入される中温水と混合する
ことで、その箇所の湯温は上昇する。給湯タンク７下部の低温水は、後に沸上げ運転によ
り昇温されるが、このとき水冷媒熱交換器４に流入する低温水の温度がより加熱しやすい
低温であればあるほど、冷媒回路における運転効率が上昇する。逆に、中温水との混合に
より給湯タンク７下部の低温水の温度を上昇させることは、冷凍サイクル回路の運転効率
低下をもたらし、装置の運転効率を低下させることになる。
【００３６】
　また、給湯タンク７の上部に高温水が滞留し、下部に低温水が滞留するように形成され
る温度成層を、できるだけ維持するようにしておくことが、上述の高温水の温度低下や低
温水の温度上昇を回避できるために望ましいことである。温度成層は上下の水温差が大き
く、高温の湯の密度が低く、低温水の密度が高い状態にすると維持されやすくなるが、上
述のように中温水が混合すると、上下の密度差を小さくするように作用するため、高温水
と低温水との混合が促進される。そのため、給湯タンク７内の温度混合を促進し、無効熱
量の増加や沸上げ運転時の効率低下をもたらし、装置の運転効率を低下させるように作用
する。
【００３７】
　そこで、本発明では、追いだき熱交換器９にて生成される中温水の一部を、最も高温の
水が貯留されている給湯タンク７上部から戻すように追いだき回路Ｂを構成する。そして
、中温水を給湯タンク７の上部に戻す際、三方弁１０により分岐した中温水の一部と沸上
げ運転にて加熱された湯を合流し、合流した湯の温度が給湯タンク７上部の湯の温度より
も高い状態で、給湯タンク７上部に戻すようにする。中温水の温度は、給湯タンク７上部
の高温水の温度よりも低いので、沸上げ運転で生成される高温水の温度の目標値は、上述
したように給湯タンク７上部の高温水の温度より高くなるように設定する。例えば温度セ
ンサ１３ｅの検知に係る高温水の温度が６５℃、中温水の温度が４５℃である場合には、
沸上げ運転で生成される高温水の温度が９０℃となるようにし、中温水と沸上げ運転で生
成される高温水とが合流した湯の温度が６５℃以上となるように運転する。
【００３８】
　以上のように、実施の形態１の貯湯式給湯装置によれば、追いだき運転において、追い
だき熱交換器９において、被加熱媒体である水槽水との熱交換により生成された中温水を
、三方弁１０で分岐させ、沸き上げた高温水と合流させて給湯タンク７上部から合流した
湯を流入させるようにしたので、多量の中温水が中温水流入部から流入することを回避で
きる。従って給湯タンク７内の温度成層を維持するとともに、給湯タンク７内の湯水の温
度の低下を回避できるにようになり、装置の運転効率を高く維持することができる。また
、中温水流入部から給湯タンク７に流入する中温水の量を抑制できるので、中温水と給湯
タンク７内の湯水との混合を抑制することができる。このため、無効熱量の増加や沸上げ
運転時の効率低下を回避し、より装置の運転効率を高く維持できる。特に本実施の形態の
装置においては、冷凍サイクル回路による沸き上げを行うが、給湯タンク７の下部を低温
水にしておくことで熱交換を効率よく行うことができるため、運転効率をさらによくする
ことができる。
【００３９】
　また、中温水流入部から給湯タンク７に戻す中温水の量が少ないほど、給湯タンク７内
において、上述した中温水混合による効率低下を抑制できる。また、沸上げ運転で生成さ
れる高温水の温度と給湯タンク７上部の高温水の温度との温度差が大きいほど、多量の中
温水を合流させても、合流した湯の温度が給湯タンク７上部の高温水の温度より低くなら
ないようにすることができる。そのため、本実施の形態では、沸上げ運転における貯湯温
度の目標値を、例えば上述したように、ヒートポンプユニット１で沸上げ可能な最大温度
である９０℃に設定する等、できるだけ高く設定するようにしたので、より多くの中温水
と合流させて給湯タンク７上部に戻すようにすることができる。
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【００４０】
　合流した湯の温度が給湯タンク７上部の高温水の温度よりも低くならないようにし、給
湯タンク７上部に戻す中温水を、できるだけ多く戻すようにしたので、給湯タンク７内の
無効熱量の増加や沸きあげ運転時の効率低下を回避することができる。このとき、本実施
の形態のように、三方弁１０を設け、計測制御装置１４ｂが開度制御を行うことで、常に
適切な中温水の量を配分することができ、装置の運転効率を高く維持することができる。
【００４１】
　実施の形態２．
　図３は本発明の実施の形態２に係る貯湯式給湯装置の構成を表す図である。図３におい
て、図１と同じ符号を付している手段等は、実施の形態１で説明したことと同様の動作を
行う。図１では追いだき回路Ｂと沸上げ回路Ａとを循環する湯を合流させて給湯タンク７
上部から戻すように構成としていた。図３では、給湯タンク７上部の近傍部に独立して流
入口３０及び３１を設け、それぞれ独立して給湯タンク７に流入させる構成としてもよい
。この場合、給湯タンク７に流入後に直ぐに中温水と沸上げ運転で生成された湯が混合す
ることになるので、図１の場合と同様の効果を得ることができ、高効率の装置とすること
ができる。
【００４２】
　実施の形態３．
　上述の実施の形態では、三方弁１０を設け、開度を制御して、給湯タンク７上部から戻
す中温水と中温水流入部から戻す中温水都に分岐させるようにした。ここで、例えばヒー
トポンプユニット１における沸上げ能力が追いだき運転に必要な給湯負荷よりも大きい場
合には、中温水の全量を、給湯タンク７上部から戻しても、合流等した湯水の温度が給湯
タンク７上部の高温水の温度となるようにすることができる。このような場合には、三方
弁１０を設けずに、中温水を全量、給湯タンク７上部から戻すようにしてもよい。
【００４３】
　また、上述の実施の形態１等では、中温水と合流等させても、給湯タンク７上部の高温
水の温度を維持できるようにするため、貯湯温度の目標値を高く設定することについて説
明した。ここで、例えば中温水の全量を全量給湯タンク７上部に戻しても、合流した湯水
の温度が給湯タンク７上部の高温水の温度より高くなってしまう場合がある。このような
場合は、貯湯温度の目標値を過度に高く設定していることになる。そのため、貯湯温度の
目標値を高く設定していても、上述したような場合には、例えば計測制御装置１４ｂは、
貯湯温度の目標値を下げるような制御処理を行うようにしてもよい。このような運転制御
を行うことにより、追いだき運転時における沸上げ運転の運転効率を高くでき、より運転
効率の高い装置とすることができる。
【００４４】
　実施の形態４．
　図４～７は本発明の実施の形態４に係る貯湯式給湯装置の構成を表す図である。図４～
７において、図１等と同じ符号を付している手段等は、実施の形態１で説明したことと同
様の動作を行う。
【００４５】
　図４～７の貯湯式給湯装置は、ヒートポンプユニット１で沸き上げた高温水を、追いだ
き熱交換器９にて浴槽水と熱交換することで放熱により冷却した後、給湯タンク７へ戻す
ような水回路構成となっている。ここで、給湯タンク７に戻る湯水の戻り温度を給湯タン
ク７上部における湯水の温度程度とすれば、給湯タンク７の上部の湯水を冷却することな
く、追いだきと貯湯とを同時に行うことが可能となる。また、給湯タンク７の上部へ戻る
湯水の温度を、湯水として有効な温度下限付近（例えば４５℃など）まで下げるように運
転を行えば、より追いだき能力を大きくすることができる。この場合には、ヒートポンプ
ユニット１で沸上げた湯水に加え、給湯タンク７上部の湯水も併用して行うようにするこ
とで、より多くの高温水を追いだき熱交換器９へ供給することが可能となり追いだき能力
を大きくすることができる。
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【００４６】
《機器構成》
　次に本実施の形態の貯湯式給湯装置の詳細な構成について説明する。本実施の形態では
、出湯管２０を追いだき回路Ｂ上の配管と接続している。そして、沸上げ回路Ａから出湯
管２０への湯水を供給する際の湯水の流路として追いだき回路Ｂの一部を利用する。これ
により、例えば浴槽１１の浴槽水について追いだきを行うために追いだき熱交換器９にお
いて熱交換した後の湯水を出湯管２０から出湯させることができる。また、追いだき回路
Ｂを流れる湯水を給湯タンク７側に流すかどうかを制御するための切り替え手段（開閉弁
）となる電磁弁３３ａを給湯タンク７側の流路となる配管Ｅに設けている。また、混合弁
３２ａ、３２ｂは、出湯設定温度（例えば４２℃。図示しないリモートコントローラなど
によりユーザーが設定する温度など）に基づいて、出湯管２０を通過した湯水と給水管２
１からの湯水とを混合するための弁である。混合した湯水は、それぞれ浴槽１１、混合栓
３４（シャワー、蛇口などに繋がる）にユーザーの要求に合わせて供給される。浴槽１１
へは電磁弁３３ｂを開くことで、混合栓３４からはユーザーの蛇口開動作により最終的に
出湯が行われる。
【００４７】
　ここで、図４では図１に記載したヒートポンプユニット１内のヒートポンプ構成部品類
の記載を省略しているが、図４の貯湯式給湯装置においても同様の構成を有しており、実
施の形態１等で説明したことと同様の動作を実現可能である。また、本実施の形態の貯湯
式給湯装置では、追いだき熱交換器９を通過した湯水が配管Ｅを経由して給湯タンク７上
部に戻る。このため、配管Ｅが接続する給湯タンク７内部の上部側には給湯タンク７内に
流入する湯水噴流を水平方向に拡散させるバッフル板（図示せず）を設けるものとする。
これにより、給湯タンク７の上部に温度境界層（高温水と低温水の境界部）が存在した場
合でも、湯水の噴流により温度境界層が攪拌されて高温水部分が低温水部分と混合してし
まって高温水部分が消滅する不都合を回避することができる。また、本実施の形態では、
さらに温度センサ１３ｍ～１３ｐを有している。さらに、流量センサ４０ａ～４０ｃを有
し、水の流量を検出している。
【００４８】
《動作「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」》
　図４は追いだきと貯湯のための運転を同時に行うことが可能な、「ヒートポンプ貯湯追
いだきモード」における装置の動作と貯湯式給湯装置における水の流れとを表す図である
。本実施の形態の動作制御については、上記の実施の形態と同様に計測制御装置１４ｂ等
が行う（以下、同じ）。ヒートポンプユニット１における沸上げ運転にて生成される湯水
（高温水）と給湯タンク７上部の湯水（高温水）とが混合されて追いだき熱交換器９へ流
入する。追いだき熱交換器９では、流入した湯水とポンプ８ｃの循環に係る浴槽１１の浴
槽水との熱交換が行われる。これにより浴槽水が昇温し追いだきが行われる。一方、追い
だき熱交換器９の熱交換により放熱した（冷却された）湯水はポンプ８ｂ、開いている電
磁弁３３ａを経て給湯タンク７上部へ流入する。ここで、沸上げ回路Ａを流れる湯水の流
量はポンプ８ａにて調整され、追いだき回路Ｂの流量はポンプ８ｂにて調整される。この
とき、ヒートポンプユニット１の沸上げ温度（温度センサ１３ｃの検出に係る温度）を目
標値に合わせるようにポンプ８ａを駆動制御するようにする。また、給湯タンク７へ戻る
湯水の温度（温度センサ１３ｍの検出に係る温度）を目標値に合わせるようにポンプ８ｂ
を駆動制御する。
【００４９】
《効果「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」》
　例えば、給湯タンク７上部における湯水の温度が６５℃であった場合、ヒートポンプユ
ニット１の沸上げに係る湯水の温度を７５℃に設定する。そして、給湯タンク７へ戻る湯
水の温度（温度センサ１３ｍの検出に係る温度）を６５℃に設定することで、７５℃と６
５℃との差となる１０℃分の熱を、浴槽１１の浴槽水を昇温するために与え、かつ給湯タ
ンク７へは貯湯温度と同じ６５℃での貯湯が可能となる。これにより追いだきと、中温水
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を生成させずに温度を維持したまま給湯タンク７に湯水を戻す貯湯と同時に行う運転が可
能となる。ここで、前述のように温度差が１０℃分であるため、追いだき能力は大きくな
いが、浴槽１１が温度低下したときに自動的に昇温を行い、所定温度での保温を維持する
、大きな追いだき能力を必要としない自動保温運転には適する。以上のように、図４に示
すような運転モードでは、給湯タンク７内に中温水を生成しないため、中温水沸上げによ
るヒートポンプ運転効率低下を防ぐことが可能となり、貯湯システム効率（給湯、追いだ
きなどの給湯システム全体での運転効率）の向上が可能となる。
【００５０】
《動作「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」》
　図５はヒートポンプを利用した追いだきと給湯のための運転を同時に行うことが可能な
、「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」のときの装置の動作と貯湯式給湯装置における
水の流れとを表す図である。ヒートポンプユニット１における沸上げ運転にて生成される
湯水（高温水）と給湯タンク７上部の湯水（高温水）とが混合されて追いだき熱交換器９
へ流入する。追いだき熱交換器９では、追いだき回路Ｂ側の湯水とポンプ８ｃによる浴槽
循環回路Ｃ側の湯水である浴槽水との熱交換が行われる。これにより浴槽水が昇温し追い
だきが行われる。一方、追いだき熱交換器９の熱交換により放熱した（冷却された）追い
だき回路Ｂ側の湯水はポンプ８ｂ、混合弁３２を経て出湯端末へ出湯される。図５では混
合弁３２ａを介して混合栓３４側へ出湯されるようにしている。また、混合弁３２ｂを介
して浴槽１１側へ出湯することもできる。このとき電磁弁３３ａは閉じている。
【００５１】
　ここで、沸上げ回路Ａを流れる湯水の流量はポンプ８ａにて調整され、追いだき回路Ｂ
を流れる湯水（出湯管２０に流れる湯水）の流量は出湯端末で出湯される流量に依存する
。ポンプ８ｂは、停止時でも順方向に流通可能なポンプであれば停止させておいてもよい
し、運転を行い昇圧を行ってもよい。昇圧を行う場合には出湯端末における湯水の圧力が
高まるため、出湯流量を大きくしたり、高所への出湯が可能となる。
【００５２】
　本運転モードでは、追いだき熱交換器９における追いだき回路Ｂ側の湯水が混合弁３２
ａ又は混合弁３２ｂに流れるため、熱交換により温度が下がっても給湯タンク７へ戻るこ
とがない。そこで、通過後の追いだき回路Ｂ側における湯水の温度が給湯に必要な最低限
の温度（例えば４５℃程度）となるように追いだき熱交換器９において熱交換する。これ
により、追いだき熱交換器９での放熱温度差を大きくし（例えば６５℃→４５℃の２０℃
差）、追いだき能力を大きくすることができる。追いだき熱交換器９を通過する湯水の温
度（温度センサ１３ｍの検出に係る温度）の制御方法については、ポンプ８ｃにより浴槽
循環回路Ｃを循環する浴槽水の流量を制御することにより行う。浴槽循環回路Ｃを循環す
る浴槽水の流量を大きくすれば、追いだき回路Ｂを流れる湯水の温度は下がる。一方、浴
槽水の流量を小さくすれば、追いだき回路Ｂを流れる湯水の温度は上昇する。これにより
追いだき回路Ｂを流れる湯水の温度を目標とする温度に制御することができる。
【００５３】
　また、ヒートポンプユニット１の沸上げ温度（温度センサ１３ｃの検出に係る温度）に
ついて、温度センサ１３ｍの検出に係る温度が給湯に必要な最低限の温度（例えば４５℃
程度）以上になるようにポンプ８ａを駆動制御するようにする。ヒートポンプユニット１
においては、沸き上げる湯水の温度が低いほど効率が上昇するため、本運転モードの場合
には沸上げ温度を、貯湯を行う際の沸上げ温度よりも低くするような運転（例えば６５℃
→４５℃）を行う。これにより、給湯タンク７の貯湯熱に低沸上げの高効率ヒートポンプ
熱を加える高効率の追いだき運転が可能となる。ここで、出湯管２０から出湯又は出湯停
止が頻繁に行われる場合などにおいては、ヒートポンプユニット１において、沸上げ温度
変更制御が追従できない場合などがある。このような場合には、沸上げ温度を通常の貯湯
温度に固定することで、ヒートポンプユニット１における運転の安定化をはかるようにし
てもよい。
【００５４】
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《効果「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」》
　図５に示す運転モードでは、追いだき熱交換器９を通過した湯水（中温水）を出湯管２
０から出湯端末側に直接出湯させるようにしたので、中温水が給湯タンク７に戻ることが
ない。このため、給湯タンク７内における中温水の沸上げ等によるヒートポンプユニット
１の運転効率低下を防ぎ、貯湯システム効率（給湯、追いだきなどの給湯システム全体で
の運転効率）を向上させることができる。また、追いだき熱交換器９において、浴槽循環
回路Ｃを循環する浴槽水に多くの熱量を与えることができ、追いだき回路Ｂを流れる湯水
の温度を、図４において説明した「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」よりも下げること
ができる（例えば６５→４５℃）。このため、「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」に比
べて追いだき能力を大きくすることが可能となる。また、追いだき熱交換器９通過後の追
いだき回路Ｂ側における湯水の温度（温度センサ１３ｍの検出に係る温度）の制御を、ポ
ンプ８ｃにより浴槽水の流量を制御することで行っている。このため、例えば過渡状態の
ヒートポンプユニット１において沸上げ温度変更制御が追従できない場合などであっても
、出湯管２０から混合弁３２ａ、３２ｂ側に供給する湯水の温度を安定させることができ
る。さらに、ヒートポンプユニット１における湯水の沸上げ温度を、貯湯のための沸上げ
運転よりも低く抑えられるため、ヒートポンプの高効率運転が可能となる。加えて、本運
転モードではヒートポンプユニット１が沸き上げた湯水を直接出湯させることができるた
め、一旦給湯タンク７に貯めるために生じる貯湯式給湯装置特有の放熱ロスがない。この
ため、ヒートポンプユニット１の沸き上げに係る熱量をロスすることなく利用することが
できる。
【００５５】
《動作「追いだき＋給湯モード」》
　図６は追いだきと給湯のための運転を同時に行うことが可能な、「追いだき＋給湯モー
ド」のときの装置の動作と貯湯式給湯装置における水の流れとを表す図である。図５に示
す「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」との違いは、ヒートポンプユニット１がオフし
ており、また、ポンプ８ａが停止して沸上げ回路Ａに湯水が流れていない点である。その
他、基本的な動作等については、前述した「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」と同じ
である。このため、追いだき熱交換器９通過後の追いだき回路Ｂ側における湯水の温度（
温度センサ１３ｍの検出に係る温度）の制御を、ポンプ８ｃにより浴槽水の流量を制御す
ることで行う。
【００５６】
《効果「追いだき＋給湯モード」》
　本運転モードでは、図５に示す「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」と同様に、追い
だき熱交換器９を通過した湯水（中温水）を出湯管２０から出湯端末側に直接出湯させる
ようにしたので、中温水が給湯タンク７に戻ることがない。このため、給湯タンク７内に
おける中温水の沸上げ等によるヒートポンプユニット１の運転効率低下を防ぎ、貯湯シス
テム効率（給湯、追いだきなどの給湯システム全体での運転効率）を向上させることがで
きる。本運転モードでは、ヒートポンプユニット１を動作させずに運転を行うため、ヒー
トポンプユニット１の運転の立上がり遅れ（沸上げ温度が安定するまでの過渡状態）を気
にすることなく、追いだきと給湯のための運転を同時に行うことができる。このため、ユ
ーザー動作による出湯管２０からの出湯又は出湯停止が頻繁に行われる場合などにおいて
も対応が容易である。
【００５７】
《動作「追いだきモード」》
　図７は図６に示すモードにおいて給湯を行わない「追いだきモード」のときの装置の動
作と貯湯式給湯装置における水の流れとを表す図である。図６に示す「追いだき＋給湯モ
ード」との違いは、出湯管２０からの湯水の流れがないこと、電磁弁３３ａを開にするこ
とで、追いだき熱交換器９を通過した湯水を給湯タンク７上部へ戻すことである。本運転
モードでは、給湯タンク７上部からの湯水（高温水）を追いだき回路Ｂにより追いだき熱
交換器９へ導き、浴槽循環回路Ｃの浴槽水と熱交換して冷却された後に給湯タンク７上部
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へ戻す。このため、追いだき熱交換器９通過後の追いだき回路Ｂ側における湯水の温度（
給湯タンク７に戻る湯水の温度）は給湯タンク７の上部における湯水の温度より低くなる
。給湯タンク７に戻る湯水の温度を、出湯目的に利用可能な４５℃以上とすることで、給
湯タンク７内の有効貯湯量を大きく減らすことなく追いだき運転を行うことが可能となる
。例えば、４５℃以下の水を給湯タンク７に戻すと、給湯タンク７で混合した後の温度が
給湯有効温度以下となり、給湯有効蓄熱量を大きく減らす可能性がある（３０℃の湯水と
６５℃の湯水を混合すれば、給湯タンク７の残湯量によっては給湯タンク７上部における
湯水の温度が４５℃以下になってしまう可能性がある）。一方、４５℃以上であれば、混
合しても、湯水の温度は給湯有効温度以上となるため、混合により給湯有効蓄熱量が大き
く下がることはない（４５℃の湯水と６５℃の湯水が混合しても４５℃以下になることは
ない）。
【００５８】
《動作「モード遷移」》
　前述した各モードについては、給湯の有無により容易に切り替えることが可能である。
例えば、ヒートポンプユニット１による追いだきを行っている場合に、給湯がなければ図
４に示す「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」を行い、給湯があれば図５に示す「ヒート
ポンプ追いだき＋給湯モード」を行う。また、ヒートポンプユニット１による追いだきを
行わない場合に、給湯がなければ図７に示す「追いだきモード」を行い、給湯があれば図
６に示す「追いだき＋給湯モード」を行う。
【００５９】
　次に、「ヒートポンプ追いだきモード」と「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」との
関係について説明する。例えば給水管２１からの給水により、貯湯タンク７の湯水を追加
沸上げが必要で、かつ浴槽１１の追いだきを行う場合（例えば浴槽１１の浴槽水の温度が
目標値より少しでも低下した場合。また、±１℃などのオフセットを考慮する場合には目
標温度より高くても早めに追いだき運転を開始してもよい）には、「ヒートポンプ貯湯追
いだきモード」による運転を行う。この運転モードでは前述のように貯湯タンク７の上部
の湯水を高温に保つため、追いだき熱交換器９から給湯タンク７に戻る湯水の温度と給湯
タンク７上部温度との温度差を少なくするように運転することが可能である。この場合に
は、追いだき能力が大きくないため、追いだきによる浴槽水の加熱速度は遅くなる。浴槽
１１の湯温を一定に保つ目的の自動保温運転では大きな能力を必要としないため、浴槽１
１の湯水の温度を保温するための運転に適している。ここで、ユーザーからの要求により
出湯管２０からの出湯があった場合には、「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」にモー
ド遷移する。このモードでは中温水を給湯タンク７へ戻さず出湯するため、追いだき熱交
換器９通過後の追いだき回路Ｂ側における湯水の温度を下げて大きな追いだき能力の運転
を行うことが可能となる。
【００６０】
《効果「モード遷移」》
　例えば「ヒートポンプ追いだきモード」と「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」を組
み合わせることにより、同一熱量の追いだきを行う場合でも、給湯連動による高効率運転
の比率を高めることが可能となりシステム効率の向上が可能となる。このような運転方法
は追いだきのオンオフを機器（浴槽１１）側で制御することができる自動保温運転に適し
ている。
【００６１】
　図８は各モードによる運転パターンの時系列変化の例、給湯負荷有無と運転モード遷移
、追いだき能力の関係を示す図である。図８ではヒートポンプユニット１による沸上げ運
転については常に行っている場合を想定している。また、図８では、最初はヒートポンプ
ユニット１の沸上げ運転により貯湯タンク７への貯湯のみを行っている。時間αにおいて
追いだき（保温）運転を開始することで「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」となる。そ
して時間β、γ、θにおいて、給湯管２０を介して出湯端末への出湯が行われるため、こ
のタイミングで「ヒートポンプ追いだき＋給湯モード」にモードが遷移する。ここで、最



(15) JP 5171868 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

後の時間θにおける出湯はシャワーにおける負荷を想定している。「ヒートポンプ追いだ
き＋給湯モード」に遷移したときには追いだき能力は大きくなる。出湯が終わると、モー
ドが再度「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」に遷移する。「ヒートポンプ追いだき＋給
湯モード」時のように、出湯負荷がある場合には、中温水を給湯タンク７に戻さない高効
率運転が可能となる。時間θから後、追いだき（保温）運転は浴槽１１における浴槽水の
温度が目標値となると、「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」が終了となる。その後は再
び貯湯タンク７への貯湯のみを行う沸上げ運転が行われる。
【００６２】
　以上のようにして、浴槽１１の浴槽水の追いだきを行う場合に、「ヒートポンプ追いだ
き＋給湯モード」では、システム効率が高くなる能力を大きくした追いだき（保温）を行
う。一方、出湯管２０からの出湯がない場合には「ヒートポンプ貯湯追いだきモード」と
して能力を小さくして次の出湯に備えることで、追いだき時に極力効率の高い運転の比率
を高めることが可能となり、システム全体としての効率を向上させることができる。ここ
で、図８に基づく運転パターンの説明では、ヒートポンプユニット１が沸上げ運転を行う
場合について説明した。特に沸上げ運転が必要ない場合（給湯タンク７に十分な蓄熱量が
ある場合）には、図６に示す「追いだき＋給湯モード」と図７に示す「追いだきモード」
との間でモードを遷移させることで、出湯時の高効率運転を有効に利用することに対応で
きる。この場合はヒートポンプユニット１を利用した沸上げ運転が不要で、追いだき運転
のみを行う必要がある場合である。給湯管２０を介して出湯端末への出湯がない場合には
、図７に示す「追いだきモード」による運転を行う。出湯がある場合には、図６に示す「
追いだき＋給湯モード」による運転を行う。これにより沸上げ運転が不要な場合でも、追
いだき熱交換器９を通過した追いだき回路Ｂ側の湯水（中温水）を直接出湯管２０から出
湯させることでシステム効率向上に有利な追いだき運転が可能となる。
【００６３】
　実施の形態５．
　図９は本発明の実施の形態５に係る貯湯式給湯装置の構成を表す図である。図９におい
て、図４～７と同じ符号を付している手段等は、実施の形態１、４で説明したことと同様
の動作を行う。
【００６４】
　図９に示す本実施の形態の貯湯式給湯装置は、実施の形態４において説明した貯湯式給
湯装置と同じ機能を実現する。実施の形態４の貯湯式給湯装置との相違点は、ポンプ８ａ
を有しておらず、その代わりに三方弁５０ａを有している点である。三方弁５０ａは、開
度制御により２方向から流入する水を所定の比率で混合させる。本実施の形態では、沸上
げ回路Ａを流れる湯水と配管Ｄを流れる湯水とを合流させて追いだき熱交換器９側に流出
させる。ここで、本実施の形態では、三方弁５０ａの混合比率を制御することにより、追
いだき熱交換器９において熱交換の熱量を制御することができるため、ポンプ８ｂの流量
が固定であってもよい。本実施の形態の貯湯式給湯装置における基本的な動作は実施の形
態４の各モードにおける動作等と同じである。ここでは、本実施の形態の装置における特
徴である三方弁５０ａの動作について説明する。
【００６５】
　実施の形態４の貯湯式給湯装置では、沸上げ回路Ａを流れる湯水の流量をポンプ８ａで
制御していた。本実施の形態では沸上げ回路Ａを流れる湯水の流量と配管Ｄを流れる湯水
の流量との比を三方弁５０ａの開度を制御することにより行っている。三方弁５０ａの開
度を沸上げ回路Ａに大きく開けることで沸上げ回路Ａの流量が大きく、小さくすることで
沸上げ回路Ａの流量を小さくすることができる。開度制御は、例えば計測制御装置１４ｂ
が行う。これにより、高価なポンプ８ａを削減することができるため、装置の低コスト化
が可能となる。また、実施の形態４と同様に、給湯タンク７内に中温水を生成しないため
、中温水沸上げによるヒートポンプ運転効率低下を防ぐことが可能となり、貯湯システム
効率（給湯、追いだきなどの給湯システム全体での運転効率）の向上が可能となる。
【００６６】
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　実施の形態６．
　図１０は本発明の実施の形態６に係る貯湯式給湯装置の構成を表す図である。図１０に
おいて、図４～７と同じ符号を付している手段等は、実施の形態１、４で説明したことと
同様の動作を行う。
【００６７】
　図１０に示す本実施の形態の貯湯式給湯装置は、実施の形態４において説明した貯湯式
給湯装置と同じ機能を実現する。実施の形態４の貯湯式給湯装置との相違点は、切り替え
手段となる三方弁５０ｂを有している点である。三方弁５０ｂは、追いだき熱交換器９を
通過した追いだき回路Ｂ側の湯水を、配管Ｅを介して給湯タンク７の上部に戻す若しくは
配管Ｇを介してヒートポンプユニット１へ流す又は三方を閉じてどちらにも流さない（出
湯管２０を通過させる）という３パターンの切り替えを行うことができる。このため、本
実施の形態では、追いだき熱交換器９を通過した追いだき回路Ｂ側の湯水を、ヒートポン
プユニット１に流すことができる。したがって、ヒートポンプユニット１で沸き上げた湯
水（高温水）を追いだき熱交換器９へ導き、追いだきに利用した後、再びヒートポンプユ
ニット１に流す閉回路を形成することができる。これにより、貯湯タンク７における湯水
の流入出を行うことなく、ヒートポンプユニット１を利用した追いだき運転を行うことが
できる。このため、例えば追いだき熱交換器９を通過した追いだき回路Ｂ側の湯水（中温
水）が給湯タンク７へ流入することがない。したがって、給湯タンク７内に中温水を生成
しないため、中温水沸上げによるヒートポンプ運転効率低下を防ぐことが可能となり、貯
湯システム効率（給湯、追いだきなどの給湯システム全体での運転効率）の向上が可能と
なる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　ヒートポンプユニット、２　タンクユニット、３　圧縮機、４　水冷媒熱交換器、
５　膨張弁、６　空気熱交換器、６Ａ　ファン、７　給湯タンク、８ａ、８ｂ、８ｃ　ポ
ンプ、９　追いだき熱交換器、１０　三方弁、１１　浴槽、１２ａ，１２ｂ　圧力センサ
、１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ，１３ｅ，１３ｆ，１３ｇ，１３ｈ，１３ｉ，１３ｊ
，１３ｋ，１３Ｌ，１３ｍ，１３ｎ，１３ｏ，１３ｐ　温度センサ、１４ａ，１４ｂ　計
測制御装置、２０　出湯管、２１　給水管、３０，３１　流入口、３２ａ，３２ｂ　混合
弁、３３ａ，３３ｂ　電磁弁、３４　混合栓、４０ａ，４０ｂ，４０ｃ　流量センサ、５
０ａ，５０ｂ　三方弁、Ａ　沸上げ回路、Ｂ　追いだき回路、Ｃ　浴槽循環回路。
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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