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(57)【要約】
【課題】
　着霜による加熱効率の低下を抑制するヒートポンプ給
湯機を提供することを課題とする。
【解決手段】
　本発明に係るヒートポンプ給湯機は、圧縮機，水と冷
媒との熱交換を行う水冷媒熱交換器，膨張弁，空気と冷
媒との熱交換を行う空気冷媒熱交換器を、冷媒配管を介
して接続したヒートポンプ冷媒回路と、水冷媒熱交換器
，給湯混合弁，水冷媒熱交換器で加熱した温水を貯湯す
る貯湯タンク，機内循環ポンプを、水配管を介して接続
した貯湯回路と、給水金具，貯湯タンク，給湯混合弁，
湯水混合弁，流量調整弁，出湯金具を、水配管を介して
接続したタンク給湯回路と、圧縮機，膨張弁，給湯混合
弁，機内循環ポンプ，湯水混合弁，流量調整弁を制御す
る運転制御手段とを備え、検知された空気冷媒熱交換器
の着霜条件に基づいて着霜レベルを判定し、判定された
着霜レベルに対応して膨張弁の開度を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機，水と冷媒との熱交換を行う水冷媒熱交換器、及び膨張弁、空気と冷媒との熱交
換を行う空気冷媒熱交換器を、冷媒配管を介して接続したヒートポンプ冷媒回路と、
　前記水冷媒熱交換器，給湯混合弁，前記水冷媒熱交換器で加熱した温水を貯湯する貯湯
タンク、及び機内循環ポンプを、水配管を介して接続した貯湯回路と、
　給水金具，前記貯湯タンク，給湯混合弁，湯水混合弁，流量調整弁、及び出湯金具を、
水配管を介して接続したタンク給湯回路と、
　前記圧縮機，前記膨張弁，前記給湯混合弁，前記機内循環ポンプ，前記湯水混合弁、及
び前記流量調整弁を制御する運転制御手段とを備え、
　検知された前記空気冷媒熱交換器の着霜条件に基づいて着霜レベルを判定し、前記判定
された着霜レベルに対応して前記膨張弁の開度を制御するヒートポンプ給湯機。
【請求項２】
　圧縮機，水と冷媒との熱交換を行う水冷媒熱交換器、及び膨張弁、空気と冷媒との熱交
換を行う空気冷媒熱交換器を、冷媒配管を介して接続したヒートポンプ冷媒回路と、
　前記水冷媒熱交換器，給湯混合弁，前記水冷媒熱交換器で加熱した温水を貯湯する貯湯
タンク、及び機内循環ポンプを、水配管を介して接続した貯湯回路と、
　給水金具，前記貯湯タンク，給湯混合弁，湯水混合弁，流量調整弁、及び出湯金具を、
水配管を介して接続したタンク給湯回路と、
　前記圧縮機，前記膨張弁，前記給湯混合弁，前記機内循環ポンプ，前記湯水混合弁、及
び前記流量調整弁を制御する運転制御手段とを備え、
　前記空気冷媒熱交換器の着霜条件を検知し、前記着霜条件の検知結果と着霜レベル判定
基準とから着霜レベルを判定し、前記判定された着霜レベルに対応して膨張弁の開度を制
御するヒートポンプ給湯機。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記着霜レベルを少なくとも３段階に判定し、前記判定され
た着霜レベルに対応して前記膨張弁の開度を少なくとも全閉，半開，全開の３段階に制御
するヒートポンプ給湯機。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかにおいて、前記判定された着霜レベルに対応して前記膨張弁の
開度を全開に制御する場合はヒートポンプを運転し、前記判定された着霜レベルに対応し
て前記膨張弁の開度を全閉又は半開に制御する場合はヒートポンプを停止するヒートポン
プ給湯機。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかにおいて、前記着霜条件が前記空気冷媒熱交換器の周囲温度，
空気冷媒熱交換器の温度、及びヒートポンプの連続運転時間であるヒートポンプ給湯機。
【請求項６】
　請求項５において、前記着霜条件である前記空気冷媒熱交換器の周囲温度を、少なくと
も７℃以上，７℃～－７℃，－７℃以下の３段階に区分して、前記着霜レベルを判定する
ヒートポンプ給湯機。
【請求項７】
　請求項５又は６において、前記着霜条件である前記空気冷媒熱交換器の温度を、少なく
とも０℃以上，０℃～－５℃，－５℃以下の３段階に区分して、前記着霜レベルを判定す
るヒートポンプ給湯機。
【請求項８】
　請求項５乃至７の何れかにおいて、前記着霜条件である前記ヒートポンプの連続運転時
間を、少なくとも１０分以下，１０分～３０分，３０分以上の３段階に区分して、前記着
霜レベルを判定するヒートポンプ給湯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ヒートポンプ給湯機に係り、特に空気冷媒熱交換器（蒸発器）の除霜手段に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のヒートポンプ給湯機として、電気温水器と同様に大容量の貯湯タンクを設け、夜
間割引料金の安価な電力を使ってヒートポンプ運転を行い、夜中のうちに湯を沸かして貯
湯タンクに貯湯し、貯湯した湯を昼間に使う貯湯式ヒートポンプ給湯機がある（例えば特
許文献１参照）。特許文献１は、大容量貯湯タンクを有する貯湯式ヒートポンプ給湯機で
あり、１日１回夜間にヒートポンプ運転を行って貯湯タンクに貯湯する。冬期低温時には
、室外熱交換器（蒸発器）に着霜して加熱能力が低下するため、室外熱交換器が－５℃以
下に達した場合、ヒートポンプは運転した状態で送風用ファンのみ停止し、膨張弁を全開
して除霜する。
【０００３】
　これに対し、近年、主に給湯使用する昼間にもヒートポンプ運転を行って加熱した温水
を直接給湯することにより、貯湯タンクの大幅な小形化を図った瞬間式ヒートポンプ給湯
機が開発されている（例えば特許文献２参照）。特許文献２では、予め貯湯運転を行って
６０～１００Ｌの小形貯湯タンクに高温水（約６０℃）を貯湯しておく。湯水使用時にお
いて、ヒートポンプの加熱温度が適温（約４０℃）に到達しない運転当初は、ヒートポン
プの加熱水に貯湯タンクからの高温水を混ぜて適温として給湯する。その後、ヒートポン
プ運転による加熱温度が適温に達すると、貯湯タンクからの給湯を止め、ヒートポンプ運
転で加熱した適温水（約４０℃）を直接給湯する。冬期低温時には、圧縮機から吐出され
た高温高圧の冷媒を凝縮器（水冷媒熱交換器）及び減圧装置（膨張弁）を介さず、直接、
蒸発器（空気冷媒熱交換器）へ循環させるためのバイパス弁を開放することにより除霜す
る。
【０００４】
　従来のヒートポンプ給湯機は、空気冷媒熱交換器（蒸発器）の除霜に関して、貯湯式ヒ
ートポンプ給湯機及び瞬間式ヒートポンプ給湯機の何れの方式においても、周囲温度また
は空気冷媒熱交換器の温度のみによって着霜量を想定していた。また、多量に着霜してヒ
ートポンプの加熱性能が大幅に低下してから、ヒートポンプ運転によって除霜を行うもの
であった。しかし、周囲温度や空気冷媒熱交換器の温度が低くてもヒートポンプ運転開始
後短時間の間は着霜量が少なく、着霜量の検知方法として最良ではなかった。従って、運
転時間が短く着霜量が少ないのに除霜運転を行う場合や、逆に長時間運転して着霜量が多
くなり加熱能力が低下してから除霜運転に入る場合があり、加熱運転における効率向上の
改善余地があった。また、除霜時は給湯しないのにヒートポンプ運転を行うため、余分に
圧縮機の運転電力を消費し、省エネ上のマイナス要因となっていた。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－９０６５３号公報
【特許文献２】特開２００３－２７９１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、着霜による加熱効率の低下を抑制するヒートポンプ給湯機を提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係るヒートポンプ給湯機は、圧縮機，水と冷媒と
の熱交換を行う水冷媒熱交換器，膨張弁，空気と冷媒との熱交換を行う空気冷媒熱交換器
を、冷媒配管を介して接続したヒートポンプ冷媒回路と、水冷媒熱交換器，給湯混合弁、
水冷媒熱交換器で加熱した温水を貯湯する貯湯タンク，機内循環ポンプを、水配管を介し
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て接続した貯湯回路と、給水金具，貯湯タンク，給湯混合弁，湯水混合弁，流量調整弁，
出湯金具を、水配管を介して接続したタンク給湯回路と、圧縮機，膨張弁，給湯混合弁，
機内循環ポンプ，湯水混合弁，流量調整弁を制御する運転制御手段とを備え、検知された
空気冷媒熱交換器の着霜条件に基づいて着霜レベルを判定し、判定された着霜レベルに対
応して膨張弁の開度を制御する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、除霜による加熱効率の低下を抑制するヒートポンプ給湯機を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を用いて、本発明に係る実施例について説明する。
【実施例１】
【００１０】
　本発明の実施例を図１～図４を用いて説明する。図１は本実施例に係るヒートポンプ給
湯機の構成図である。一例として、本発明を瞬間式ヒートポンプ給湯機に適用している。
【００１１】
　ヒートポンプ給湯機はヒートポンプ冷媒回路３０，給湯回路４０、及び運転制御手段５
０を備える。ヒートポンプ冷媒回路３０は、第一冷媒回路３０ａ及び第二冷媒回路３０ｂ
の２サイクル方式で構成される。第一冷媒回路３０ａ及び第二冷媒回路３０ｂにおいては
、それぞれ、圧縮機１ａ，１ｂ，水冷媒熱交換器２に配置される冷媒側伝熱管２ａ，２ｂ
，膨張弁３ａ，３ｂ，空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂが冷媒配管を介して順次接続されてお
り、冷媒配管内には冷媒が封入されている。
【００１２】
　圧縮機１ａ，１ｂは容量制御が可能で、多量に給湯する場合には大きな容量で運転され
る。圧縮機１ａ，１ｂはＰＷＭ制御，電圧制御（例えばＰＡＭ制御）及びこれらの組み合
せ制御により、低速（例えば７００回転／分）から高速（例えば７０００回転／分）まで
回転数を制御することができる。
【００１３】
　水冷媒熱交換器２は冷媒側伝熱管２ａ，２ｂ及び給水側伝熱管２ｃ，２ｄを備えており
、冷媒側伝熱管２ａ，２ｂと給水側伝熱管２ｃ，２ｄとの間で熱交換を行う。
【００１４】
　膨張弁３ａ，３ｂは開度調整時の応答性が速い電動膨張弁を使用する。膨張弁３ａ，３
ｂは、水冷媒熱交換器２を経て送られる中温高圧冷媒を減圧し、蒸発し易い低圧冷媒とし
て空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂへ送る。また、膨張弁３ａ，３ｂは、冷媒通路の開度を変
えてヒートポンプ冷媒回路内の冷媒循環量を調節するとともに、開度を大きくして中温冷
媒を空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂに多量に送って霜を溶かすための除霜装置としても機能
する。
【００１５】
　空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂは送風ファン５ａ，５ｂの回転により外気を取り入れ空気
と冷媒との熱交換を行い、外気から熱を吸収する。
【００１６】
　給湯回路４０は貯湯，直接給湯，タンク給湯，風呂湯張り，風呂追焚きを行うための水
循環回路を備える。貯湯回路はタンク沸上げ運転によって貯湯タンク１６に高温水を貯め
るための水回路である。貯湯回路は、貯湯タンク１６，機内循環ポンプ１７，水熱交流量
センサ１０，給水側伝熱管２ｃ，２ｄ，給湯混合弁１１，貯湯タンク１６が、水配管を介
して順次接続され構成される。
【００１７】
　直接給湯回路は、給水金具６，減圧弁７，給水水量センサ８，給水側逆止弁９，水熱交
流量センサ１０，給水側伝熱管２ｃ，２ｄ，給湯混合弁１１，湯水混合弁１２，流量調整
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弁１３，台所出湯金具１４が、水配管を介して順次接続され構成される。尚、給水金具６
は水道などの給水源に接続される。また、台所出湯金具１４は台所蛇口１５などに接続さ
れている。
【００１８】
　タンク給湯回路は、給水金具６，減圧弁７，給水水量センサ８，給水側逆止弁９，貯湯
タンク１６，給湯混合弁１１，湯水混合弁１２，流量調整弁１３，台所出湯金具１４が、
水配管を介して順次接続され構成される。
【００１９】
　風呂湯張り回路は、給水金具６，減圧弁７，給水水量センサ８，給水側逆止弁９，水熱
交流量センサ１０，給水側伝熱管２ｃ，２ｄ，給湯混合弁１１，湯水混合弁１２，流量調
整弁１３，風呂注湯弁１８，フロースイッチ１９，風呂循環ポンプ２０，水位センサ２１
，風呂入出湯金具２２，風呂循環アダプター２３，浴槽２４が、水配管を介して順次接続
され構成される。また、風呂入出湯金具２２からは浴槽２４と共に風呂蛇口２５やシャワ
ー（図示せず）にも給湯できるよう接続されている。尚、風呂湯張り時には、風呂湯張り
回路による直接給湯と共に、貯湯タンク１６内の湯量が最低必要量以下にならない範囲に
おいて貯湯タンク１６から浴槽２４へのタンク給湯も行う。
【００２０】
　風呂追焚回路は、浴槽２４，風呂循環アダプター２３，風呂入出湯金具２２，水位セン
サ２１，風呂循環ポンプ２０，フロースイッチ１９，風呂用熱交換器２７の風呂水伝熱管
２３ｂ，風呂出湯金具２６，風呂循環アダプター２３，浴槽２４が、水配管を介して順次
接続され構成される。尚、風呂追焚き時には、風呂追焚回路による浴槽水の水循環と共に
、ヒートポンプ運転及び機内循環ポンプ１７を運転し、かつ温水開閉弁２８を開放して水
冷媒熱交換器２で加熱された温水を風呂用熱交換器２７に設けられた温水伝熱管２７ａに
循環させ、温水伝熱管２７ａと風呂水伝熱管２７ｂとの間で熱交換し、風呂追焚きを行う
。
【００２１】
　次に、運転制御手段５０は、台所リモコン５１または風呂リモコン５２の操作設定によ
り、ヒートポンプ冷媒回路３０の運転・停止、及び圧縮機１ａ，１ｂの回転数制御を行う
とともに、膨張弁３ａ，３ｂの冷媒開度調整，機内循環ポンプ１７，風呂循環ポンプ２０
の運転・停止及び給湯混合弁１１，湯水混合弁１２，流量調整弁１３，風呂注湯弁１８，
温水開閉弁２８を制御することにより、貯湯運転，直接給湯運転，タンク給湯運転，風呂
湯張り運転，風呂追焚運転を行う。ここで、運転開始時は徐々に圧縮機１ａ，１ｂの回転
数を増大し、加熱立上げ時間を早めるため所定の高速回転数で運転し、運転安定後は中速
運転に戻すとともに、比較的熱負荷の軽い風呂追焚運転等の時は加熱温度に見合った低速
回転数で運転するよう制御する。
【００２２】
　また、運転制御手段５０は除霜運転制御手段を有し、除霜運転制御手段はヒートポンプ
運転における着霜条件を検知し、着霜条件の検知結果により着霜レベルを判定し、判定し
た着霜レベルに基づいて膨張弁の開度を制御するとともに、ヒートポンプ運転の組み合せ
を制御する。
【００２３】
　更に、ヒートポンプ給湯機には、貯湯タンク１６の貯湯温度や貯湯量を検知するための
タンクサーミスタ１５ａ～１６ｅ，空気冷媒熱交換器の周囲温度を検知する周囲温度サー
ミスタ（図示せず），空気冷媒熱交換器の温度を検知する空気熱交サーミスタ，各部の温
度を検知するサーミスタ（図示せず），圧縮機１ａ，１ｂの吐出圧力を検知する圧力セン
サ（図示せず），浴槽２４内の水位を検出する水位センサ２１等が設けられる。これらの
検出信号は運転制御手段５０に入力され、運転制御手段５０はこれらの検出信号に基づい
て各機器を制御する。
【００２４】
　尚、給湯混合弁１１は、給湯運転開始当初においては、水冷媒熱交換器２側と湯水混合
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弁１２側間及び貯湯タンク１６側と湯水混合弁１２側間が共に開となって、水冷媒熱交換
器２及び貯湯タンク１６の両方から給湯する。その後、ヒートポンプによる水冷媒熱交換
器２での加熱温度が給湯温度（約４２℃）に達すると、貯湯タンク１６側と湯水混合弁１
２側間を閉じて、水冷媒熱交換器２からのみ給湯する。
【００２５】
　また、温水開閉弁２８は、水冷媒熱交換器２と風呂用熱交換器２７の間に設けられ、風
呂追焚き時は開いて風呂追い焚き運転を行い、それ以外の時は水回路を閉じて水冷媒熱交
換器２から風呂用熱交換器２７への熱の漏洩を防ぐものである。
【００２６】
　また、給水側逆止弁９は、一方向にのみに水を流し、逆流を防止する。
【００２７】
　次に、本実施例に係るヒートポンプ給湯機の運転動作について、図１ヒートポンプ冷媒
回路３０及び給湯回路４０を参照しながら、図２の除霜運転フローチャート、図３の着霜
レベル判定基準表、及び図４の除霜運転手段に基づいて説明する。
【００２８】
　図２は本実施例に係る除霜運転のフローチャートであり、台所蛇口１５を開けて湯水を
使用した場合の給湯運転及びその後の除霜運転を示している。台所蛇口１５を開けて湯水
使用が始まる（ステップ６１）と、運転制御手段５０は、圧縮機１ａ，１ｂを運転させて
ヒートポンプの冷媒回路３０の運転を開始するとともに、給水金具６，減圧弁７，給水水
量センサ８，給水側逆止弁９，水熱交流量センサ１０，給水側伝熱管２ｃ，２ｄ，給湯混
合弁１１，湯水混合弁１２，流量調整弁１３，台所出湯金具１４，台所蛇口１５の直接給
湯回路により直接給湯運転を開始する（ステップ６２）。また、ステップ６２と同時に、
給水金具６，減圧弁７，給水水量センサ８，給水側逆止弁９，貯湯タンク１６，給湯混合
弁１１，湯水混合弁１２，流量調整弁１３，台所出湯金具１４，台所蛇口１５のタンク給
湯回路によりタンク給湯運転を開始する（ステップ６３）。
【００２９】
　ここで、ヒートポンプ冷媒回路３０は、圧縮機１ａ，１ｂで圧縮された高温高圧冷媒を
水冷媒熱交換器２の冷媒側伝熱管２ａ，２ｂへ送り、給水側伝熱管２ｃ，２ｄ内を流れる
水を加熱して給湯混合弁１１側へ循環させる。しかし、運転直後の立上がり時は水冷媒熱
交換器２へ送り込まれる冷媒が十分に高温高圧となりきらず温度が低く、かつ水冷媒熱交
換器２全体が冷えているため、水を加熱する加熱能力が十分でない。従って、貯湯タンク
１６からの高温水を供給するタンク給湯が必要となる（ステップ６３）。つまり、ヒート
ポンプ運転の加熱能力が適温状態に達するまでには数分かかるので、運転制御手段５０は
、台所蛇口１５から適温水を給湯するために、運転開始から適温状態に達するまでは、圧
縮機１ａ，１ｂの回転数を通常より高速にすると共に、貯湯タンク１６から高温水を供給
する（ステップ６３）。
【００３０】
　その後、ヒートポンプ運転による加熱温度判定（ステップ６４）を行い、規定値未満で
あれば直接給湯とタンク給湯の並行運転を継続し、規定値以上であればタンク給湯を停止
（ステップ６５）して、直接給湯の単独運転により給湯する（ステップ６６）。
【００３１】
　尚、運転制御手段５０は、給湯混合弁１１後の混合湯温が適温よりかなり低い場合はタ
ンク給湯量を増やし、適温にほぼ近くなるに従ってタンク給湯量を減らすように給湯混合
弁１１を作動させ、流量比率を調整して適温とする。給湯混合弁１１通過後の混合湯温が
適温より高い場合には、湯水混合弁１２からの給水量を調整することによっても使用端末
への給湯温度を調整することができる。
【００３２】
　従って、貯湯タンク１６の役割は、ヒートポンプ運転の加熱能力が、給湯温度に十分な
温度に達するまでの立上がり時の補助的なものであり、ヒートポンプ冷媒回路３０の能力
、特に圧縮機１ａ，１ｂの出力が大きいほど、立上げ時間を短くでき、貯湯タンク１６を
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小さくできる。
【００３３】
　また、台所給湯と同時に風呂湯張りを行う等のように複数箇所の同時使用に直接給湯の
みで対応するには、圧縮機１ａ，１ｂの容量は、従来の貯湯式で一般に用いられている５
ｋＷ程度に対し２０ｋＷ程度まで大きくすることが望ましい。しかしながら、新規圧縮機
の開発が必要であるばかりでなく、ヒートポンプ冷媒回路３０の各部品についても新規検
討が必要となり、極めて困難である。そこで本実施例においては、従来圧縮機の２倍程度
の圧縮機を２個使用した２サイクルヒートポンプ方式３０ａ，３０ｂとし、従来技術の活
用と、実績による信頼性を確保したものである。尚、圧縮機の容量が十分であれば、１サ
イクルヒートポンプ方式においても本発明を適用することができる。
【００３４】
　次に、蛇口が閉じられ湯水使用が終了すると（ステップ６７）、直接給湯運転のみの場
合であれば直接給湯運転を停止し、タンク給湯運転と直接給湯運転が併用されている場合
は直接給湯運転及びタンク給湯運転の両方を停止する（ステップ６８）。
【００３５】
　更に、運転制御手段５０は、着霜条件である空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂの周囲温度，
空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂの温度、及びヒートポンプの運転時間を検知し（ステップ６
９）、これらの検知結果に基づき着霜レベルを判定する（ステップ７０）。その後、判定
された３段階の着霜レベルに対応した除霜運転を行う（ステップ７１～ステップ７３）。
【００３６】
　ここで図３及び図４により、着霜レベル判定基準及び除霜運転手段の一例について説明
する。発明者による試験結果によれば、ヒートポンプ運転による着霜には、着霜に十分な
絶対湿度があり、かつ、空気冷媒熱交換器温度が０℃以下となる周囲温度が約－７℃～＋
７℃の間で顕著となる。即ち、周囲温度が＋７℃以上の場合は、空気冷媒熱交換器４ａ，
４ｂの温度が約０℃以上となるため水滴となって着霜には至らない。また、周囲温度が－
７℃以下の場合は、絶対湿度が低下し空気中の水分が少ないため着霜量も僅かなものとな
る。
【００３７】
　図３は、着霜レベル判定条件と着霜レベル判定基準との関係を示す図である。周囲温度
，空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂの温度、及びヒートポンプ運転時間をそれぞれ３段階に区
分し、これらの組み合せによって、着霜レベルを着霜量の少ない順にＡ，Ｂ，Ｃの３段階
に区分する。例えば、周囲温度が＋７℃以上または空気冷媒熱交換器温度が０℃以上のい
ずれかの場合は、ヒートポンプ運転時間が３０分以上であっても着霜量の少ないレベルＡ
と判断する。また、周囲温度が－７℃以下または空気冷媒熱交換器温度が０～－５℃のい
ずれかの場合は、ヒートポンプ運転時間によってレベルＡ，Ｂ，Ｃに区分する。最も着霜
し易い周囲温度が－７～＋７℃または空気冷媒熱交換器温度が－５℃以下のいずれかの場
合は、ヒートポンプ運転時間が１０分以下であればレベルＢ、１０分を越えればレベルＣ
と判断する。
【００３８】
　尚、本実施例においては、着霜レベル判定基準として、周囲温度，空気冷媒熱交換器温
度，ヒートポンプ運転時間の組み合せにより３段階に区分したが、更に細かく区分しても
よい。例えば、ヒートポンプ運転時間を１０分以下，１０～３０分，３０～５０分，５０
分以上とすることもできる。
【００３９】
　次に、着霜レベルに対応した除霜運転（ステップ７１～ステップ７３）を行うことによ
り、ヒートポンプ運転による余熱を有効活用し（ステップ７４）、次回湯水使用時（ステ
ップ７５）には、ほとんど着霜しないレベルＡの場合は水冷媒熱交換器が保温され、着霜
量の比較的少ないレベルＢや着霜量の多いＣの場合は、除霜により着霜がないので、加熱
立上がり性能の向上を図ることができる。（ステップ７６）。
【００４０】
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　図４は着霜レベルと除霜運転手段との関係を示す図である。ほとんど着霜しないレベル
Ａの場合は、ヒートポンプは運転せず、膨張弁３ａ，３ｂを全閉として水冷媒熱交換器２
内の高温乃至中温冷媒を循環させず、水冷媒熱交換器２内の高温状態を少しでも長く保持
することにより、次回運転開始時における加熱立上がりを早くする効果を得るものである
。
【００４１】
　着霜量の比較的少ないレベルＢの場合は、ヒートポンプは運転せず、膨張弁３ａ，３ｂ
を半開として水冷媒熱交換器２内の高温余熱冷媒を空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂに循環さ
せて除霜し、次回運転開始時における空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂの熱交換性能を良くす
ることにより、加熱効率の向上を図る。
【００４２】
　着霜量の多いレベルＣの場合は、着霜にとどまらず凍結に到る恐れがあるため確実に除
霜する必要がある。従って、膨張弁３ａ，３ｂを全開とし、かつ、ヒートポンプ運転を行
って空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂを確実に除霜して、次回運転開始時には空気冷媒熱交換
器４ａ，４ｂを初期に近い状態とし熱交換性能を良くすることにより、加熱効率の向上を
図る。また、従来のヒートポンプ給湯機においては、除霜開始を温度のみで判断していた
ため、ヒートポンプ運転時間が１時間近くまでも除霜しない場合もあったが、本実施例に
おいては３０分以下でレベルＣと判断してヒートポンプ除霜を行うように設定しており、
着霜による加熱性能の低下状態を早期に解消することができる。
【００４３】
　尚、膨張弁３ａ，３ｂの開度は膨張弁３ａ，３ｂの弁口径によっても異なる。従って、
本実施例においては、膨張弁３ａ，３ｂの開度を３段階に区分したが、これに限るもので
はない。例えば、膨張弁３ａ，３ｂの開度をほぼ全閉，約１／４開，約１／２，約３／４
開，ほぼ全開の５段階に区分してもよい。
【００４４】
　以上のように、本実施例においては、検知された空気冷媒熱交換器の着霜条件に基づい
て着霜レベルを判定し、判定された着霜レベルに対応して膨張弁の開度を制御するので、
着霜レベルに応じた除霜を行うことができるので、着霜による加熱効率の低下を抑制する
ことができる。具体的には、着霜レベルが低い場合には膨張弁の開度を全閉または半開と
して余熱除霜を行い、着霜レベルが高い場合には膨張弁の開度を全開として余熱除霜を早
期に除霜することにより、着霜による加熱効率の低下を抑制する。また、着霜レベルを少
なくとも３段階とし、判定された着霜レベルに対応して膨張弁の開度を少なくとも全閉，
半開，全開の３段階に制御することもできる。また、判定された着霜レベルに対応して膨
張弁の開度のみならずヒートポンプの運転／停止も合わせて制御する。ヒートポンプ運転
の断続ごとに空気冷媒熱交換器４ａ，４ｂの除霜を行うことにより、次の加熱立上がり時
の性能を向上させて、加熱効率の向上及び省エネを達成することができる。
【００４５】
　以上、本実施例によれば、着霜レベル判断基準に対応して膨張弁開度及びヒートポンプ
運転可否の除霜手段を組み合せることにより、ヒートポンプ余熱による自然除霜を活用し
、かつ、除霜のためのヒートポンプ運転を必要最小限に抑制すると共に、ヒートポンプ運
転の断続毎に余熱除霜を行って、次の加熱運転時の空気冷媒熱交換器を最善の状態とし加
熱効率向上及び省エネを図ることができる。
【００４６】
　尚、本実施例においては、周囲温度，空気冷媒熱交換器，ヒートポンプ運転時間に基づ
いて少なくとも三段階の着霜レベル判断基準を設け、判断基準による着霜レベルに対応し
て膨張弁開度及びヒートポンプ運転の組み合せによる少なくとも３段階の除霜運転手段を
設定する。このような本発明に係る実施例は、特に、ヒートポンプの断続回数の多い、瞬
間式ヒートポンプ給湯機において大きな効果を有する。しかしながら、本発明は、瞬間式
ヒートポンプ給湯機に限定されるものではなく、貯湯式ヒートポンプ給湯機においても、
貯湯タンクの小形化や省エネ化のために夜間以外にも貯湯運転する場合があり、瞬間式ヒ
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【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】ヒートポンプ給湯機の構成図。
【図２】除霜運転を示すフローチャート。
【図３】着霜レベル判定条件と着霜レベル判定基準との関係を示す図。
【図４】着霜レベルと除霜運転手段との関係を示す図。
【符号の説明】
【００４８】
１ａ，１ｂ　圧縮機
２　水冷媒熱交換器
３ａ，３ｂ　膨張弁
４ａ，４ｂ　空気冷媒熱交換器
６　給水金具
７　減圧弁
８　給水水量センサ
１１　給湯混合弁
１２　湯水混合弁
１３　流量調整弁
１４　台所出湯金具
１５　台所蛇口
１６　貯湯タンク
１７　機内循環ポンプ
２０　風呂循環ポンプ
２４　浴槽
２５　風呂蛇口
２７　風呂用熱交換器
２８　温水開閉弁
３０　ヒートポンプ冷媒回路
４０　給湯回路
５０　運転制御手段
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