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(57)【要約】
【課題】 空気熱を利用するヒートポンプに対し、付加
的に地中熱との熱交換部分を組み込んで地中熱を利用可
能として、システム全体のコストを抑えつつ地中熱利用
による熱交換性能の向上が図れる、ヒートポンプシステ
ムを提供する。
【解決手段】 空気熱を利用するヒートポンプサイクル
及び冷凍サイクルを実現する室内側熱交換器１１、室外
側熱交換器１２、圧縮機１３、膨張器１４及び流路切換
用弁１５の各装置に加えて、地中熱を利用可能とする地
中熱熱交換器１６を設け、地中熱熱交換器を熱媒体の凝
縮又は温度低下に用いる状態と、熱媒体の蒸発又は温度
上昇に用いる状態とを切換可能とすることから、室内側
熱交換器を用いる冷房や暖房において、地中熱導入で室
内側熱交換器での吸熱性能や放熱性能を向上させられる
と共に、ヒートポンプには地中熱熱交換器を容易に追加
でき、地中熱を利用可能なヒートポンプシステムをより
低いコストで導入可能となる。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
相変化可能な熱媒体を室内空気と熱交換させる室内側熱交換器と、
前記熱媒体を室外空気と熱交換させる室外側熱交換器と、
気相の前記熱媒体を圧縮して熱媒体の温度及び圧力を高める圧縮機と、
液相の前記熱媒体を膨張させて圧力を低下させる膨張器と、
前記室外側熱交換器と圧縮機との熱媒体流路接続関係を変えて、圧縮機を出た熱媒体が
室外側熱交換器に向かうようにする第一の流路接続状態と、室外側熱交換器を出た熱媒体
が圧縮機に向かうようにする第二の流路接続状態とを、少なくとも切換可能とする一又は
複数の流路切換用弁とを備えるヒートポンプシステムにおいて、
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室外に配設され、地下の地中熱を採熱した所定の熱交換用媒体と前記熱媒体とを熱交換
させる地中熱熱交換器と、
当該地中熱熱交換器への熱媒体の流通と非流通とを切換可能とする一又は複数の熱交換
器切換用弁とを備え、
前記地中熱熱交換器が、熱媒体を流通させる状態では、前記流路切換用弁が第一の流路
接続状態にされると、熱媒体を凝縮させるか熱媒体の温度を低下させる熱交換を行い、前
記第二の流路接続状態にされると、熱媒体を蒸発させるか熱媒体の温度を上昇させる熱交
換を行うようにされることを
特徴とするヒートポンプシステム。
【請求項２】
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前記請求項１に記載のヒートポンプシステムにおいて、
前記熱交換器切換用弁が、前記室外側熱交換器と膨張器との間、又は、膨張器と室内側
熱交換器との間の熱媒体流路に、前記地中熱熱交換器が熱媒体を流通可能に介在する状態
と介在しない状態とを切換可能とするものとされることを
特徴とするヒートポンプシステム。
【請求項３】
前記請求項２に記載のヒートポンプシステムにおいて、
前記地中熱熱交換器に一端が接続可能とされると共に、他端が圧縮機入口側に接続可能
とされて、必要に応じて熱媒体を流通させるバイパス流路と、
当該バイパス流路の他端を圧縮機入口に連通させない状態と、バイパス流路の他端を圧
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縮機入口に連通可能とする状態とを、切換可能とする一又は複数のバイパス切換用弁とを
備え、
前記熱交換器切換用弁が、前記地中熱熱交換器と室外側熱交換器との間での熱媒体の流
通を許容する一方、地中熱熱交換器及び室外側熱交換器と室内側熱交換器との間での熱媒
体の流通は許容しない流路接続状態に、さらに切換可能とされ、且つ、前記バイパス流路
の一端を地中熱熱交換器に連通させて、室外側熱交換器から地中熱熱交換器を経てバイパ
ス流路に熱媒体が流通可能となる状態と、バイパス流路の一端を地中熱熱交換器に連通さ
せない状態とを別途切換可能とされてなることを
特徴とするヒートポンプシステム。
【請求項４】
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前記請求項３に記載のヒートポンプシステムにおいて、
前記バイパス切換用弁が、前記バイパス流路の他端を前記室外側熱交換器の一方の熱媒
体流入出口のみに連通可能とする状態に、さらに切換可能とされてなることを
特徴とするヒートポンプシステム。
【請求項５】
前記請求項３に記載のヒートポンプシステムにおいて、
前記地中熱熱交換器が、膨張器と室内側熱交換器との間の熱媒体流路における室外部分
に、前記熱交換器切換用弁を介して、膨張器と室内側熱交換器とにそれぞれ連通する状態
と、膨張器のみに連通する状態と、膨張器と室内側熱交換器のいずれにも連通しない状態
とを切換可能に接続され、
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前記バイパス流路が、膨張器と室内側熱交換器との間の熱媒体流路における室外部分と
、室内側熱交換器と流路切換用弁との間の熱媒体流路における室外部分との間に配設され
、
前記熱交換器切換用弁が、バイパス流路の一端が膨張器と室内側熱交換器に連通せず地
中熱熱交換器にのみ連通する状態と、バイパス流路の一端が膨張器、室内側熱交換器及び
地中熱熱交換器のいずれにも連通しない状態とを切換可能とされ、
前記バイパス切換用弁が、バイパス流路の他端が室内側熱交換器に連通せず切換用弁に
のみ連通する状態と、バイパス流路の他端が室内側熱交換器と切換用弁のいずれにも連通
しない状態とを切換可能とされることを
特徴とするヒートポンプシステム。

10

【請求項６】
前記請求項３に記載のヒートポンプシステムにおいて、
前記バイパス切換用弁が、前記バイパス流路の他端が前記流路切換用弁と室外側熱交換
器との間の熱媒体流路に対し、流路切換用弁側には連通する一方で室外側熱交換器側には
連通しないように接続される状態に、さらに切換可能とされ、
前記熱交換器切換用弁が、前記地中熱熱交換器と室内側熱交換器との間での熱媒体の流
通を許容する一方、地中熱熱交換器及び室内側熱交換器と室外側熱交換器との間での熱媒
体の流通は許容せず、且つ、前記バイパス流路の一端を地中熱熱交換器に連通させて、地
中熱熱交換器を通じて室内側熱交換器とバイパス流路との間で熱媒体が流通可能となる流
路接続状態に、さらに切換可能とされてなることを
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特徴とするヒートポンプシステム。
【請求項７】
前記請求項１に記載のヒートポンプシステムにおいて、
前記室内側熱交換器が複数配設され、
前記各室内側熱交換器、室外側熱交換器、及び地中熱熱交換器における一方の熱媒体流
入出口に、それぞれ膨張器が接続されると共に、各膨張器が共通の熱媒体流路に接続され
て、前記各熱交換器が膨張器を介して連通する状態とされ、
前記各室内側熱交換器における他方の熱媒体流入出口を、圧縮機の入口側と出口側にそ
れぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とする冷暖切換用弁がそれぞれ配
設され、室内側熱交換器を出た熱媒体が圧縮機に向かうようにする冷房用接続状態と、圧
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縮機を出た熱媒体が室内側熱交換器に向かうようにする暖房用接続状態とを、少なくとも
切換可能とされ、
前記流路切換用弁が、前記室外側熱交換器における他方の熱媒体流入出口を、圧縮機の
入口側と出口側にそれぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とするものと
され、前記第一の流路接続状態と、前記第二の流路接続状態と、室外側熱交換器を圧縮機
に連通させず室外側熱交換器に熱媒体が流通しない第三の流路接続状態とを、切換可能と
され、
前記熱交換器切換用弁が、前記地中熱熱交換器における他方の熱媒体流入出口を、圧縮
機の入口側と出口側にそれぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とするも
のとされ、圧縮機を出た熱媒体が地中熱熱交換器に向かう第四の流路接続状態と、地中熱
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熱交換器を出た熱媒体が圧縮機に向かう第五の流路接続状態と、地中熱熱交換器を圧縮機
に連通させず地中熱熱交換器に熱媒体が流通しない第六の流路接続状態とを、切換可能と
されることを
特徴とするヒートポンプシステム。
【請求項８】
前記請求項７に記載のヒートポンプシステムにおいて、
前記地中熱熱交換器の一方の熱媒体流入出口に接続される膨張器が、前記共通の熱媒体
流路における室外にあらわれた所定箇所に接続され、
前記熱交換器切換用弁が、地中熱熱交換器における他方の熱媒体流入出口に接続される
と共に、圧縮機の入口側と出口側に通じる各熱媒体流路における室外にあらわれた所定箇
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所にそれぞれ接続されることを
特徴とするヒートポンプシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、循環する熱媒体により熱の授受を行うヒートポンプサイクルを用いたシステ
ムに関し、特に、空気熱と共に地中熱を利用可能なヒートポンプシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
熱媒体に仕事を加えて、相変化を繰返させつつ循環させて、低温側から高温側へ熱を移
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動させる冷凍サイクルは、従来から冷凍機や冷房用の空気調和装置等で用いられているが
、近年、加熱用のヒートポンプとしての利用も、その効率性や環境負荷の小ささの点から
注目され、二酸化炭素排出量の削減が社会的要請となっている昨今では、こうしたヒート
ポンプが、既存加熱装置の代替設備として急速に導入が進んでいる。ヒートポンプとして
用いられる冷凍サイクルとしては、蒸発器、圧縮機、凝縮器及び膨張弁（減圧弁）を有す
る蒸気圧縮式冷凍サイクルが一般的である。
【０００３】
このようなヒートポンプを用いた暖冷房システムにおいて、一年を通じて温度変化の小
さい地中熱を活用することで、暖房が必要な時期に著しく外気温が低い場合や、冷房が必
要な時期に著しく外気温が高い場合でも、安定した暖房や冷房を行える装置が、種々提案
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されている。
【０００４】
こうした従来のヒートポンプシステムのうち、空気熱源と地中熱源を複合的に利用する
装置の例として、特開２０１６−２００３５６号公報に開示されるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６−２００３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
従来のヒートポンプ装置は、前記特許文献に示されるように、空気熱を利用するヒート
ポンプと、地中熱を利用するヒートポンプが併設され、必要に応じて両方のヒートポンプ
を駆動して温水等の熱交換対象を加熱する仕組みとなっている。このため、性能面で優れ
るものの、独立した二つのヒートポンプサイクル装置を備える分、一般的な空気調和機（
エアコンディショナー）のような空気熱を利用するヒートポンプを一つのみ有する装置と
比べて、コスト高となることが避けられず、導入しにくいという課題を有していた。
【０００７】
本発明は前記課題を解消するためになされたもので、空気熱を利用するヒートポンプに
対し、付加的に地中熱との熱交換部分を組み込んで地中熱を利用可能として、システム全
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体のコストを抑えつつ地中熱利用による熱交換性能の向上が図れる、ヒートポンプシステ
ム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】
【０００８】
本発明に係るヒートポンプシステムは、相変化可能な熱媒体を室内空気と熱交換させる
室内側熱交換器と、前記熱媒体を室外空気と熱交換させる室外側熱交換器と、気相の前記
熱媒体を圧縮して熱媒体の温度及び圧力を高める圧縮機と、液相の前記熱媒体を膨張させ
て圧力を低下させる膨張器と、前記室外側熱交換器と圧縮機との熱媒体流路接続関係を変
えて、圧縮機を出た熱媒体が室外側熱交換器に向かうようにする第一の流路接続状態と、
室外側熱交換器を出た熱媒体が圧縮機に向かうようにする第二の流路接続状態とを、少な
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くとも切換可能とする一又は複数の流路切換用弁とを備えるヒートポンプシステムにおい
て、室外に配設され、地下の地中熱を採熱した所定の熱交換用媒体と前記熱媒体とを熱交
換させる地中熱熱交換器と、当該地中熱熱交換器への熱媒体の流通と非流通とを切換可能
とする一又は複数の熱交換器切換用弁とを備え、前記地中熱熱交換器が、熱媒体を流通さ
せる状態では、前記流路切換用弁が第一の流路接続状態にされると、熱媒体を凝縮させる
か熱媒体の温度を低下させる熱交換を行い、前記第二の流路接続状態にされると、熱媒体
を蒸発させるか熱媒体の温度を上昇させる熱交換を行うようにされるものである。
【０００９】
このように本発明においては、空気熱を利用するヒートポンプサイクル及び冷凍サイク
ルを実現する室内側熱交換器、室外側熱交換器、圧縮機、膨張器及び流路切換用弁の各装

10

置に加えて、地中熱との熱交換を可能とする地中熱熱交換器を設け、地中熱熱交換器に熱
媒体を流通させて、室内側熱交換器が熱媒体の蒸発器として働く流路切換用弁の第一の接
続状態では、室外側熱交換器の場合と同様に地中熱熱交換器を熱媒体の凝縮又は温度低下
に用い、また、室内側熱交換器が熱媒体の凝縮器として働く流路切換用弁の第二の接続状
態では、室外側熱交換器の場合と同様に地中熱熱交換器を熱媒体の蒸発又は温度上昇に用
いるようにすることにより、室内側熱交換器が蒸発器として働く冷房時には、外気温度よ
り一般に温度の低い地中に熱媒体の熱を放出して熱媒体の冷却能力を増やせることに加え
、室内側熱交換器が凝縮器として働く暖房時には、外気温度より一般に温度の高い地中の
熱で熱媒体を加熱して熱媒体に対する加温能力を増やせることとなり、室内側熱交換器で
の吸熱性能や放熱性能を大きく向上させられる。また、こうした性能向上を、空気熱を利
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用するヒートポンプに地中熱熱交換器を追加することで実現でき、且つ、このような地中
熱熱交換器の追加は、熱媒体流路の接続関係調整、具体的には、例えば空気熱利用ヒート
ポンプ中の熱媒体を通す管路の一部変更による、地中熱熱交換器部分のヒートポンプへの
連結により対応できることで、システム導入に係り、空気熱のみ利用するヒートポンプシ
ステムの場合と比べてのコスト上昇分を必要最小限に抑えることができ、地中熱を併用可
能なヒートポンプシステムの導入をより容易なものとすることができる。
【００１０】
また、本発明に係るヒートポンプシステムは必要に応じて、前記熱交換器切換用弁が、
前記室外側熱交換器と膨張器との間、又は、膨張器と室内側熱交換器との間の熱媒体流路
に、前記地中熱熱交換器が熱媒体を流通可能に介在する状態と介在しない状態とを切換可
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能とするものである。
【００１１】
このように本発明においては、地中熱熱交換器が、熱交換器切換用弁を介してヒートポ
ンプの熱媒体流路中の所定箇所に介在可能に設けられ、熱媒体を流通させる状態では地中
熱熱交換器が室外側熱交換器と直列に接続する位置関係となって、室外側熱交換器に流通
する熱媒体がそのまま地中熱熱交換器にも流通することにより、室内側熱交換器が蒸発器
として働く冷房時には、室外側熱交換器で主に熱媒体温度を下げ、地中熱熱交換器で主に
熱媒体を凝縮させることができ、また、室内側熱交換器が凝縮器として働く暖房時には、
地中熱熱交換器で主に熱媒体温度を上げ、室外側熱交換器で主に熱媒体を蒸発させること
ができるなど、室外側熱交換器と地中熱熱交換器とで熱交換に係る負荷を分担でき、特に
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暖房の際は、地中熱熱交換器が室外側熱交換器の前段で予熱用熱交換器の役割を果たすこ
ととなり、室外側熱交換器の前で熱媒体が温度上昇する分、室外側熱交換器における熱媒
体の顕熱域での熱交換を減らして、蒸発器をなす室外側熱交換器における空気から熱媒体
への熱伝達の効率を向上させられるなど、損失を抑えて熱交換性能を高められ、冷房や暖
房を効率よく実行できる。
【００１２】
また、本発明に係るヒートポンプシステムは必要に応じて、前記地中熱熱交換器に一端
が接続可能とされると共に、他端が圧縮機入口側に接続可能とされて、必要に応じて熱媒
体を流通させるバイパス流路と、当該バイパス流路の他端を圧縮機入口に連通させない状
態と、バイパス流路の他端を圧縮機入口に連通可能とする状態とを、切換可能とする一又
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は複数のバイパス切換用弁とを備え、前記熱交換器切換用弁が、前記地中熱熱交換器と室
外側熱交換器との間での熱媒体の流通を許容する一方、地中熱熱交換器及び室外側熱交換
器と室内側熱交換器との間での熱媒体の流通は許容しない流路接続状態に、さらに切換可
能とされ、且つ、前記バイパス流路の一端を地中熱熱交換器に連通させて、室外側熱交換
器から地中熱熱交換器を経てバイパス流路に熱媒体が流通可能となる状態と、バイパス流
路の一端を地中熱熱交換器に連通させない状態とを別途切換可能とされてなるものである
。
【００１３】
このように本発明においては、地中熱熱交換器と圧縮機入口側を繋げるバイパス流路を
設け、熱媒体が室内側熱交換器を通らずにバイパス流路を通って圧縮機、室外側熱交換器
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、及び地中熱熱交換器を循環する状態を生じさせるようにすることにより、暖房時に室外
側熱交換器で吸熱に伴う温度低下により熱交換器周囲への着霜状態に至った場合に、地中
熱熱交換器で熱媒体に取り入れた地中の熱を圧縮機を介して室外側熱交換器に導入し、室
外側熱交換器で熱を外に放出することで除霜が可能となり、地中の熱を利用して室内側熱
交換器への影響を与えることなく効率よく除霜を実行でき、着霜による熱交換性能低下を
必要最小限に抑えられると共に、除霜のために別途熱を発生させずに済み、除霜に係るエ
ネルギー消費を抑えられる。
【００１４】
また、本発明に係るヒートポンプシステムは必要に応じて、前記バイパス切換用弁が、
前記バイパス流路の他端を前記室外側熱交換器の一方の熱媒体流入出口のみに連通可能と
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する状態に、さらに切換可能とされてなるものである。
【００１５】
このように本発明においては、バイパス流路が地中熱熱交換器と室外側熱交換器の圧縮
機に近い熱媒体流入出口とを繋げる状態として、熱媒体が室内側熱交換器や圧縮機を通ら
ずにバイパス流路を通って室外側熱交換器、及び地中熱熱交換器を循環する状態を生じさ
せるようにすることにより、暖房時に室外側熱交換器で吸熱に伴う温度低下により熱交換
器周囲への着霜状態に至った場合に、地中熱熱交換器で地中の熱が取り入れられた熱媒体
を室外側熱交換器に到達させて、室外側熱交換器で熱媒体の熱を外に放出することで除霜
が可能となり、地中の熱を利用して室内側熱交換器への影響を与えることなく効率よく除
霜を実行でき、着霜による熱交換性能低下を必要最小限に抑えられると共に、除霜のため
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に別途熱を発生させたり圧縮機を駆動する必要はなく、必要最小限のエネルギー消費で除
霜を実行でき、システム全体の効率を高められる。
【００１６】
また、本発明に係るヒートポンプシステムは必要に応じて、前記地中熱熱交換器が、膨
張器と室内側熱交換器との間の熱媒体流路における室外部分に、前記熱交換器切換用弁を
介して、膨張器と室内側熱交換器とにそれぞれ連通する状態と、膨張器のみに連通する状
態と、膨張器と室内側熱交換器のいずれにも連通しない状態とを切換可能に接続され、前
記バイパス流路が、膨張器と室内側熱交換器との間の熱媒体流路における室外部分と、室
内側熱交換器と流路切換用弁との間の熱媒体流路における室外部分との間に配設され、前
記熱交換器切換用弁が、バイパス流路の一端が膨張器と室内側熱交換器に連通せず地中熱
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熱交換器にのみ連通する状態と、バイパス流路の一端が膨張器、室内側熱交換器及び地中
熱熱交換器のいずれにも連通しない状態とを切換可能とされ、前記バイパス切換用弁が、
バイパス流路の他端が室内側熱交換器に連通せず切換用弁にのみ連通する状態と、バイパ
ス流路の他端が室内側熱交換器と切換用弁のいずれにも連通しない状態とを切換可能とさ
れるものである。
【００１７】
このように本発明においては、室内に配設される室内側熱交換器と、室外に配設される
室外側熱交換器、圧縮機、膨張弁、及び流路切換用弁との間の熱媒体流路で、且つ室外に
あらわれた箇所に対し、地中熱熱交換器やバイパス流路を各切換用弁を介して連通状態を
切換可能として接続することにより、システムの室内機部分と室外機部分の間に地中熱熱
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交換器を利用するための熱媒体回路を無理なく適切に組み込んで、地中熱熱交換器に熱媒
体を流通させて地中熱を熱源として利用できる状態が、既存の室内機部分と室外機部分の
構成を変えることなく得られることとなり、地中熱を利用可能とする構成部分を低コスト
で設置可能となり、地中熱を利用するシステムをより容易に導入できる。
【００１８】
また、本発明に係るヒートポンプシステムは必要に応じて、前記バイパス切換用弁が、
前記バイパス流路の他端が前記流路切換用弁と室外側熱交換器との間の熱媒体流路に対し
、流路切換用弁側には連通する一方で室外側熱交換器側には連通しないように接続される
状態に、さらに切換可能とされ、前記熱交換器切換用弁が、前記地中熱熱交換器と室内側
熱交換器との間での熱媒体の流通を許容する一方、地中熱熱交換器及び室内側熱交換器と
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室外側熱交換器との間での熱媒体の流通は許容せず、且つ、前記バイパス流路の一端を地
中熱熱交換器に連通させて、地中熱熱交換器を通じて室内側熱交換器とバイパス流路との
間で熱媒体が流通可能となる流路接続状態に、さらに切換可能とされてなるものである。
【００１９】
このように本発明においては、地中熱熱交換器と流路切換用弁を繋げるバイパス流路を
設け、必要に応じて、熱媒体が室外側熱交換器を通らずにバイパス流路を通って地中熱熱
交換器、室内側熱交換器、及び圧縮機を循環する状態を生じさせるようにすることにより
、室内側熱交換器が蒸発器として作動する冷房時には、地中熱熱交換器が凝縮器をなし、
外気温度が著しく高く、空気熱を利用する室外側熱交換器では放熱させにくい状況でも、
外気温度より一般に温度の低い地中に熱媒体の熱を放出するようにして、熱媒体を冷却し
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凝縮させられることに加え、室内側熱交換器が凝縮器として働く暖房時には、地中熱熱交
換器が蒸発器をなして、外気温度が著しく低く、空気熱を利用する室外側熱交換器では吸
熱させにくい状況でも、外気温度より一般に温度の高い地中熱を取り入れるようにして、
熱媒体を加熱し蒸発させられることとなり、地中熱を利用して室内側熱交換器での吸熱性
能や放熱性能を十分確保できる。
【００２０】
また、本発明に係るヒートポンプシステムは必要に応じて、前記室内側熱交換器が複数
配設され、前記各室内側熱交換器、室外側熱交換器、及び地中熱熱交換器における一方の
熱媒体流入出口に、それぞれ膨張器が接続されると共に、各膨張器が共通の熱媒体流路に
接続されて、前記各熱交換器が膨張器を介して連通する状態とされ、前記各室内側熱交換
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器における他方の熱媒体流入出口を、圧縮機の入口側と出口側にそれぞれ連通させる状態
と連通させない状態とを切換可能とする冷暖切換用弁がそれぞれ配設され、室内側熱交換
器を出た熱媒体が圧縮機に向かうようにする冷房用接続状態と、圧縮機を出た熱媒体が室
内側熱交換器に向かうようにする暖房用接続状態とを、少なくとも切換可能とされ、前記
流路切換用弁が、前記室外側熱交換器における他方の熱媒体流入出口を、圧縮機の入口側
と出口側にそれぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とするものとされ、
前記第一の流路接続状態と、前記第二の流路接続状態と、室外側熱交換器を圧縮機に連通
させず室外側熱交換器に熱媒体が流通しない第三の流路接続状態とを、切換可能とされ、
前記熱交換器切換用弁が、前記地中熱熱交換器における他方の熱媒体流入出口を、圧縮機
の入口側と出口側にそれぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とするもの
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とされ、圧縮機を出た熱媒体が地中熱熱交換器に向かう第四の流路接続状態と、地中熱熱
交換器を出た熱媒体が圧縮機に向かう第五の流路接続状態と、地中熱熱交換器を圧縮機に
連通させず地中熱熱交換器に熱媒体が流通しない第六の流路接続状態とを、切換可能とさ
れるものである。
【００２１】
このように本発明においては、複数配設された室内側熱交換器が冷房や暖房に係る熱交
換に用いられる場合に、各切換用弁を用いて、各室内側熱交換器や圧縮機に対し、室外側
熱交換器のみを連通させ、熱源として空気熱のみを用いる状態と、室外側熱交換器と地中
熱熱交換器をそれぞれ連通させて、熱源として空気熱と地中熱を用いる状態と、地中熱熱
交換器のみを連通させて、熱源として地中熱のみを用いる状態とを切り換えられることに

50

(8)

JP 2018‑132269 A 2018.8.23

より、室内側熱交換器を複数用いるいわゆるマルチエアコン構成の場合でも、無理なく室
外側熱交換器と地中熱熱交換器の一方又は両方を利用して冷凍サイクルやヒートポンプサ
イクルを構築して、効率よく冷房や暖房を行える状態が得られる。また、各切換用弁によ
る流路接続調整で、熱媒体が室内側熱交換器を通らずに圧縮機、室外側熱交換器、及び地
中熱熱交換器を循環する状態を生じさせることができ、室外側熱交換器において熱交換器
周囲への着霜状態に至った場合に、地中熱熱交換器で熱媒体に取り入れた地中の熱を室外
側熱交換器のみに導入するようにして除霜を実行可能となり、地中熱を利用して効率よく
除霜を行って熱交換性能低下を回避できる。
【００２２】
また、本発明に係るヒートポンプシステムは必要に応じて、前記地中熱熱交換器の一方
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の熱媒体流入出口に接続される膨張器が、前記共通の熱媒体流路における室外にあらわれ
た所定箇所に接続され、前記熱交換器切換用弁が、地中熱熱交換器における他方の熱媒体
流入出口に接続されると共に、圧縮機の入口側と出口側に通じる各熱媒体流路における室
外にあらわれた所定箇所にそれぞれ接続されるものである。
【００２３】
このように本発明においては、複数の室内側熱交換器が室内に配設されるヒートポンプ
システムにおける、室外にあらわれた熱媒体流路に対し、地中熱熱交換器が熱交換機切換
用弁を介して連通状態を切換可能として接続されることにより、システムの室外部分に地
中熱熱交換器を利用するための熱媒体回路を無理なく適切に組み込んで、地中熱熱交換器
に熱媒体を流通させて地中熱を熱源として利用できる状態が、システムを構成する既存の
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室内外の各機器の構成を変えることなく得られることとなり、地中熱を利用可能とする構
成部分を低コストで設置可能となり、地中熱を利用するシステムをより容易に導入できる
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱利用冷房状態説明
図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱及び地中熱利用冷
房状態説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムの地中熱利用冷房状態説明
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図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱利用暖房状態説明
図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱及び地中熱利用暖
房状態説明図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムの地中熱利用暖房状態説明
図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムにおける室外側熱交換器の
第一の除霜状態説明図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るヒートポンプシステムにおける室外側熱交換器の
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第二の除霜状態説明図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱利用冷房状態説明
図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱及び地中熱利用
冷房状態説明図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱利用暖房状態説
明図である。の概略系統図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱及び地中熱利用
暖房状態説明図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係るヒートポンプシステムにおける室外側熱交換器
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の除霜状態説明図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係るヒートポンプシステムによる地中温度回復状態
説明図である。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱利用冷暖房状態
説明図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態に係るヒートポンプシステムの空気熱及び地中熱利用
冷暖房状態説明図である。
【図１７】本発明の第３の実施形態に係るヒートポンプシステムにおける室外側熱交換器
の除霜状態説明図である。
【図１８】本発明の第３の実施形態に係るヒートポンプシステムによる地中温度回復状態
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説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
（本発明の第１の実施形態）
以下、本発明の第１の実施形態を図１ないし図８に基づいて説明する。本実施形態では
、ヒートポンプを室内機と室外機のある空気調和機（エアコンディショナー）に適用した
例について説明する。
【００２６】
前記各図において本実施形態に係るヒートポンプシステム１は、熱媒体を室内空気と熱
交換させる室内側熱交換器１１と、熱媒体を室外空気と熱交換させる室外側熱交換器１２
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と、気相の熱媒体を圧縮して熱媒体の温度及び圧力を高める圧縮機１３と、液相の熱媒体
を膨張させて圧力を低下させる前記膨張器としての膨張弁１４と、室内側熱交換器１１及
び室外側熱交換器１２と圧縮機１３との流路接続関係を変える流路切換用弁１５と、室外
に配設され、地中に対する吸放熱用の所定の熱交換用媒体と熱媒体とを熱交換させる地中
熱熱交換器１６と、地中熱熱交換器１６への熱媒体の流通と非流通とを切換可能とする複
数の熱交換器切換用弁６１、６２、６３、６４と、地中熱熱交換器１６に一端が接続可能
とされると共に、他端が圧縮機１３に接続可能とされるバイパス流路１７と、バイパス流
路１７の他端と圧縮機１３及び室外側熱交換器１２との流路接続関係を切換可能とする複
数のバイパス切換用弁７１、７２、７３、７４、７５とを備える構成である。
【００２７】
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前記室内側熱交換器１１は、例えばＨＦＣやＨＦＯなどの、相変化可能な熱媒体（冷媒
）が内部を流れる流路を有し、この熱媒体の流路の外側に熱交換対象の空気が流通し、流
路壁を介して熱媒体と空気とが熱交換を行う構造の公知の熱交換器である。この室内側熱
交換器１１は、具体的には、空気調和機の室内機筐体内に配設され、熱交換器の周囲に流
通可能とされる室内空気と、熱交換器内部を流通する熱媒体とを熱交換させることとなる
。
【００２８】
室内側熱交換器１１は、一方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流路、例えば管路など、
を介して流路切換用弁１５と接続され、他方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流路を介し
て膨張弁１４と接続されて配設される。
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【００２９】
室内側熱交換器１１は、室内に対し冷房を行う場合には、熱媒体に対し蒸発器となり、
室内に対し暖房を行う場合には、熱媒体に対し凝縮器となる仕組みである。詳細には、蒸
発器として用いられる冷房の場合、室内側熱交換器１１では、膨張弁１４と連通する他方
の熱媒体流入出口に、この膨張弁１４を経て膨張した液相の熱媒体が流入する。室内側熱
交換器１１では、低い圧力で且つ液相の熱媒体と、この状態の熱媒体を蒸発させて飽和蒸
気を生じさせられる、比較的高い所定温度の室内空気とを熱交換させ、室内空気からの熱
で熱媒体を蒸発させて気相とする一方、熱媒体蒸発に用いた熱の分、室内空気の温度を低
下させることとなる。そして、流路切換用弁１５と連通する一方の熱媒体流入出口から、
熱交換で蒸発した気相の熱媒体が流出し、熱媒体は流路切換用弁１５を経て圧縮機１３に
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流入することとなる。
【００３０】
また、凝縮器として用いられる暖房の場合、室内側熱交換器１１では、一方の熱媒体流
入出口が流路切換用弁１５を介して圧縮機１３の出口側と連通することとなるが、この圧
縮機１３で圧縮されて高温高圧となった気相の熱媒体を一方の熱媒体流入出口に流入させ
る。そして、室内側熱交換器１１では、気相の熱媒体と、この熱媒体を凝縮させて飽和液
を生じさせられる、比較的低い所定温度の室内空気とを熱交換させ、熱媒体から室内空気
へ熱を移行させて熱媒体を凝縮させ、液相とする一方、熱媒体凝縮にあたり熱を放出した
分、室内空気の温度を上昇させることとなる。そして、膨張弁１４と連通する他方の熱媒
体流入出口から、熱交換で凝縮した液相の熱媒体が流出し、熱媒体は膨張弁１４に達する
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こととなる。
【００３１】
前記室外側熱交換器１２は、前記室内側熱交換器１１と同様、熱媒体が内部を流れる流
路を有し、この熱媒体の流路の外側に熱交換対象の空気が流通し、流路壁を介して熱媒体
と空気とが熱交換を行う構造の公知の熱交換器である。この室外側熱交換器１２は、具体
的には、空気調和機の室外機筐体内に配設され、熱交換器の周囲に流通可能とされる室外
空気と、熱交換器内部を流通する熱媒体とを熱交換させることとなる。
【００３２】
室外側熱交換器１２は、一方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流路、例えば管路など、
を介してバイパス切換用弁７４と接続され、他方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流路を
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介して熱交換器切換用弁６２、６３と接続されて配設される。そして、室外側熱交換器１
２の一方の熱媒体流入出口は、バイパス切換用弁７４、７３を介して流路切換用弁１５と
連通可能とされ、他方の熱媒体流入出口は、熱交換器切換用弁６２、６１を介して、膨張
弁１４と連通可能とされる。
【００３３】
この室外側熱交換器１２は、室内に対し暖房を行う場合には、熱媒体に対し蒸発器とな
り、室内に対し冷房を行う場合には、熱媒体に対し凝縮器となる仕組みである。詳細には
、蒸発器として用いられる暖房の場合、室外側熱交換器１２では、膨張弁１４と連通する
他方の熱媒体流入出口に、膨張弁１４を経て膨張した液相の熱媒体が流入する。そして、
室外側熱交換器１２では、低い圧力で且つ液相の熱媒体と、この状態の熱媒体を蒸発させ
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て飽和蒸気を生じさせられる比較的高い所定温度の室外空気とを熱交換させ、室外空気か
らの熱で熱媒体を蒸発させて気相とする一方、熱媒体蒸発に用いた熱の分、室外空気の温
度を低下させることとなる。そして、流路切換用弁１５と連通する一方の熱媒体流入出口
から、熱交換で蒸発した気相の熱媒体が流出し、熱媒体は流路切換用弁１５を経て圧縮機
１３に流入することとなる。
【００３４】
また、凝縮器として用いられる冷房の場合、室外側熱交換器１２では、一方の熱媒体流
入出口が流路切換用弁１５を介して圧縮機１３の出口側と連通することとなるが、この圧
縮機１３で圧縮されて高温高圧となった気相の熱媒体を一方の熱媒体流入出口に流入させ
る。そして、室内側熱交換器１１では、気相の熱媒体と、この状態の熱媒体を凝縮させて
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飽和液を生じさせられる、比較的低い所定温度の室外空気とを熱交換させ、熱媒体から室
外空気へ熱を移行させて熱媒体を凝縮させ、液相とする一方、熱媒体凝縮にあたり熱を放
出した分、室外空気の温度を上昇させることとなる。そして、膨張弁１４と連通する他方
の熱媒体流入出口から、熱交換で凝縮した液相の熱媒体が流出し、熱媒体は膨張弁１４に
達することとなる。
【００３５】
室外側熱交換器１２における内部の流路を流通する熱媒体に対し、熱交換対象となる室
外空気は、極めて大量に存在するものであることから、熱交換後の空気が外部の大気中に
拡散した後の、空気全体に対する熱交換後の空気の保有する熱の影響、すなわち、拡散後
の空気全体の温度変化はほとんど無視でき、熱交換継続に伴い室外側熱交換器１２に順次
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新規に導入される室外空気には温度変化は生じておらず、熱交換開始当初と同じ温度条件
で継続して熱交換が行えると見なせる。
【００３６】
前記圧縮機１３は、気相の熱媒体を圧縮してその温度及び圧力を高める、冷凍サイクル
やヒートポンプサイクルに用いられる公知の装置であり、詳細な説明を省略する。この圧
縮機１３は、その熱媒体入口と出口の双方を流路切換用弁１５と接続され、入口を室内側
熱交換器１１に連通させ、出口を室外側熱交換器１２に連通させる状態と、入口を室外側
熱交換器１２に連通させ、出口を室内側熱交換器１１に連通させる状態とを切換可能とさ
れる構成である。
【００３７】
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前記膨張弁１４は、液相の熱媒体を膨張させてその圧力を低下させる、冷凍サイクルや
ヒートポンプサイクルに用いられる公知の装置であり、詳細な説明を省略する。この膨張
弁１４は、一方の弁開口を所定の熱媒体流路を介して室内側熱交換器１１の他方の熱媒体
流入出口と接続され、他方の弁開口を所定の熱媒体流路を介して熱交換器切換用弁６１と
接続されて配設される。
【００３８】
前記流路切換用弁１５は、接続される四つの熱媒体流路ａ、ｂ、ｃ、ｄ同士の連通する
組合せを切り換えて、室内側熱交換器１１を蒸発器とし、室外側熱交換器１２を凝縮器と
して使用する冷房の状態と、室内側熱交換器１１を凝縮器、室外側熱交換器１２を蒸発器
として使用する暖房の状態とを切換可能とする、公知の家庭用の空気調和機（エアコンデ
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ィショナー）に用いられる四方弁であり、弁機構についての詳細な説明は省略する。
【００３９】
この流路切換用弁１５では、室外側熱交換器１２と圧縮機１３との熱媒体流路接続関係
を変えて、室外側熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口を圧縮機１３出口と連通させ、圧
縮機１３を出た熱媒体が室外側熱交換器１２に向かうようにする第一の流路接続状態と、
室外側熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口を圧縮機１３入口と連通させ、室外側熱交換
器１２を出た熱媒体が圧縮機１３に向かうようにする第二の流路接続状態とを、切換可能
としている。
【００４０】
合わせて、流路切換用弁１５は、室内側熱交換器１１と圧縮機１３との熱媒体流路接続
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関係も変えるものであり、第一の流路接続状態では、室内側熱交換器１１の一方の熱媒体
流入出口を圧縮機１３入口と連通させ、室内側熱交換器１１を出た熱媒体が圧縮機１３に
向かうようにし、且つ、第二の流路接続状態では、室内側熱交換器１１の一方の熱媒体流
入出口を圧縮機１３出口と連通させ、圧縮機１３を出た熱媒体が室内側熱交換器１１に向
かうようにする仕組みである。
なお、流路切換用弁１５を一つの弁としているが、複数弁の組合せで構成することもで
きる。
【００４１】
前記地中熱熱交換器１６は、熱媒体と、これの熱交換対象となる地中熱の熱交換用媒体
とを、伝熱面で隔てられた所定の流路内にそれぞれ流通させ、これら熱媒体と熱交換用媒
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体との間で伝熱面を介して熱交換を行わせる公知の熱交換器、例えば、プレート式熱交換
器など、であり、熱交換器の機構についての詳細な説明は省略する。
【００４２】
この地中熱熱交換器１６は、ヒートポンプサイクルにおける室外側熱交換器１２と膨張
弁１４との間に介在可能として室外に配設され、地中に埋設された地中熱交換部５０での
熱交換により地中の温度に準じた所定温度とされた上で地上側に還流される所定の熱交換
用媒体、例えば、水などと、熱媒体とを熱交換させる構成である。
【００４３】
そして、地中熱熱交換器１６は、膨張弁１４と室外側熱交換器１２との間の熱媒体流路
に、熱交換器切換用弁６１、６２、６３、６４を介して接続されており、これら複数の弁
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で、この地中熱熱交換器１６の熱媒体側流路が熱媒体を流通可能とされて膨張弁１４と室
外側熱交換器１２との間に介在する状態と、地中熱熱交換器１６が全く介在しない状態と
を、切換可能とされる仕組みである。
【００４４】
地中熱熱交換器１６に熱媒体を流通させ、熱媒体を熱交換用媒体と熱交換させる状態で
は、流路切換用弁１５が第一の流路接続状態にされると、地中熱熱交換器１６は、室外側
熱交換器１２の場合と同様に凝縮器として機能し、熱媒体を凝縮させるか熱媒体の温度を
低下させる熱交換を行うこととなる。また、流路切換用弁１５が第二の流路接続状態とさ
れると、地中熱熱交換器１６は、室外側熱交換器１２の場合と同様に蒸発器として機能し
、熱媒体を蒸発させるか熱媒体の温度を上昇させる熱交換を行うようにされる。
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【００４５】
前記熱交換器切換用弁６１、６２、６３、６４は、室外側熱交換器１２と地中熱熱交換
器１６との間、及び、地中熱熱交換器１６と膨張弁１４との間の熱媒体流路にそれぞれ配
設され、室外側熱交換器１２と膨張弁１４との間で地中熱熱交換器１６が熱媒体を流通可
能に介在する状態と、室外側熱交換器１２と膨張弁１４とを直結して中間に地中熱熱交換
器１６を介在させず、地中熱熱交換器１６には熱媒体を流通させない状態とを切換可能と
するものである。
【００４６】
具体的には、地中熱熱交換器１６の一方の熱媒体流入出口に接続される熱媒体流路と膨
張弁１４との間での熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第一の熱交換器切換
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用弁６１と、地中熱熱交換器１６の一方の熱媒体流入出口に接続される熱媒体流路ｅと室
外側熱交換器１２との間での熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第二の熱交
換器切換用弁６２と、地中熱熱交換器１６の他方の熱媒体流入出口に接続される熱媒体流
路ｆと室外側熱交換器１２との間での熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第
三の熱交換器切換用弁６３と、地中熱熱交換器１６の一方の熱媒体流入出口に接続される
熱媒体流路ｅ、又は、地中熱熱交換器１６の他方の熱媒体流入出口に接続される熱媒体流
路ｆに配設され、地中熱熱交換器１６における熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り
換える第四の熱交換器切換用弁６４とを備える構成である。
【００４７】
これら熱交換器切換用弁６１、６２、６３、６４において、第一の熱交換器切換用弁６
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１を開とし、第二の熱交換器切換用弁６２を閉とし、第三の熱交換器切換用弁６３を開と
し、第四の熱交換器切換用弁６４を開とすることで、室外側熱交換器１２から第三の熱交
換器切換用弁６３、第四の熱交換器切換用弁６４、地中熱熱交換器１６、第一の熱交換器
切換用弁６１を経て、膨張弁１４に至る経路に熱媒体が流通可能となり、室外側熱交換器
１２と膨張弁１４との間で地中熱熱交換器１６が熱媒体を流通可能に介在する状態とする
ことができる（図２、図５参照）。
【００４８】
また、第一の熱交換器切換用弁６１を開とし、第二の熱交換器切換用弁６２を開とし、
第三の熱交換器切換用弁６３を閉とし、第四の熱交換器切換用弁６４を閉とすることで、
室外側熱交換器１２から第二の熱交換器切換用弁６２、第一の熱交換器切換用弁６１を経
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て、膨張弁１４に至る経路に熱媒体が流通可能となり、室外側熱交換器１２と膨張弁１４
とを直結して中間に地中熱熱交換器１６を介在させず、地中熱熱交換器１６には熱媒体を
流通させない状態とすることができる（図１、図４参照）。
【００４９】
この他、第一の熱交換器切換用弁６１と第三の熱交換器切換用弁６３をそれぞれ閉とし
、第二の熱交換器切換用弁６２及び第四の熱交換器切換用弁６４をそれぞれ開とすること
で、膨張弁１４と地中熱熱交換器１６との間では熱媒体の流通を停止させつつ、室外側熱
交換器１２から第二の熱交換器切換用弁６２を経て、地中熱熱交換器１６に至る経路に熱
媒体が流通可能となり、室外側熱交換器１２と地中熱熱交換器１６との間での熱媒体の流
通を許容する一方、膨張弁１４を介した地中熱熱交換器１６と室内側熱交換器１１との間
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での熱媒体の流通は許容しない流路接続状態とすることができる（図７参照）。
【００５０】
逆に、第一の熱交換器切換用弁６１と第四の熱交換器切換用弁６４をそれぞれ開とし、
第二の熱交換器切換用弁６２及び第三の熱交換器切換用弁６３をそれぞれ閉とすることで
、室外側熱交換器１２と地中熱熱交換器１６との間では熱媒体の流通を停止させつつ、膨
張弁１４から第一の熱交換器切換用弁６１を経て、地中熱熱交換器１６に至る経路に熱媒
体が流通可能となり、膨張弁１４を介した室内側熱交換器１１と地中熱熱交換器１６との
間での熱媒体の流通を許容する一方、地中熱熱交換器１６と室外側熱交換器１２との間で
の熱媒体の流通は許容しない流路接続状態とすることができる（図３、図６参照）。
【００５１】

10

前記バイパス流路１７は、地中熱熱交換器１６の他方の熱媒体流入出口に接続される熱
媒体流路ｆに一端が接続されると共に、他端がバイパス切換用弁７１、７２、７３、７４
、７５を介して流路切換用弁１５、圧縮機１３、又は室外側熱交換器１２に接続可能とさ
れて、必要に応じて熱媒体を流通させるものである。
【００５２】
バイパス流路１７の一端は、熱交換器切換用弁のうち、第四の熱交換器切換用弁６４が
設けられる熱媒体流路ｆに接続されることで、第四の熱交換器切換用弁６４を開とすると
、地中熱熱交換器１６に連通する一方、第四の熱交換器切換用弁６４を閉とすると、地中
熱熱交換器１６に連通しないなど、地中熱熱交換器１６への連通状態を必要に応じて切換
可能とされる仕組みである。

20

【００５３】
また、バイパス流路１７の一端に対し、第三の熱交換器切換用弁６３を閉とした上で、
第四の熱交換器切換用弁６４と共に第二の熱交換器切換用弁６２を開とすることで、バイ
パス流路１７の一端が地中熱熱交換器１６を通じて室外側熱交換器１２にも連通する状態
となり、バイパス流路１７から地中熱熱交換器１６を経て室外側熱交換器１２に至る経路
に熱媒体を流通可能とすることができる。そして、この場合に第一の熱交換器切換用弁６
１を閉としておけば、膨張弁１４や室内側熱交換器１１への熱媒体の流通を阻止でき、熱
媒体が室内側熱交換器１１を通る代わりにバイパス流路１７を通る状態を設定可能となる
（図７、図８参照）。
【００５４】
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この他、バイパス流路１７の一端に対し、第三の熱交換器切換用弁６３を閉とした上で
、第四の熱交換器切換用弁６４と共に第一の熱交換器切換用弁６１を開とすることで、バ
イパス流路１７の一端が地中熱熱交換器１６を通じて膨張弁１４や室内側熱交換器１１に
も連通する状態となり、バイパス流路１７から地中熱熱交換器１６や膨張弁１４を経て室
内側熱交換器１１に至る経路に熱媒体を流通可能とすることができる。そして、この場合
に第二の熱交換器切換用弁６２を閉としておけば、室外側熱交換器１２への熱媒体の流通
を阻止でき、熱媒体が室外側熱交換器１２を通る代わりにバイパス流路１７を通る状態を
設定可能となる（図３、図６参照）。
【００５５】
前記バイパス切換用弁７１、７２、７３、７４、７５は、バイパス流路１７の他端と、

40

流路切換用弁１５と圧縮機１３入口とを接続する熱媒体流路ａ、及び、流路切換用弁１５
と室外側熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口とを接続する熱媒体流路ｂ、との接続関係
他を切換可能とするものである。
【００５６】
具体的には、バイパス切換用弁としては、流路切換用弁１５と圧縮機１３入口とを接続
する熱媒体流路ａと、バイパス流路１７の他端との間での、熱媒体の流通状態と流通停止
状態とを切り換える第一のバイパス切換用弁７１と、流路切換用弁１５と室外側熱交換器
１２の一方の熱媒体流入出口とを接続する熱媒体流路ｂと、バイパス流路１７の他端との
間での、熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第二のバイパス切換用弁７２と
、前記熱媒体流路ｂにおける、前記第二のバイパス切換用弁７２の接続箇所より流路切換
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用弁１５側の流路部分に配設され、この流路部分での熱媒体の流通状態と流通停止状態と
を切り換える第三のバイパス切換用弁７３と、同じ熱媒体流路ｂにおける、前記第二のバ
イパス切換用弁７２の接続箇所より室外側熱交換器１２側の流路部分に配設され、この流
路部分での熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第四のバイパス切換用弁７４
と、バイパス流路１７に配設され、バイパス流路１７における熱媒体の流通状態と流通停
止状態とを切り換える第五のバイパス切換用弁７５とを備える構成である。
【００５７】
これらバイパス切換用弁７１、７２、７３、７４、７５において、第一のバイパス切換
用弁７１及び第二のバイパス切換用弁７２をいずれも閉とし、第三のバイパス切換用弁７
３及び第四のバイパス切換用弁７４をいずれも開とし、第五のバイパス切換用弁７５を閉

10

とすることで、バイパス流路１７の他端が、流路切換用弁１５と圧縮機１３入口とを接続
する熱媒体流路ａと、流路切換用弁１５と室外側熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口と
を接続する熱媒体流路ｂのいずれにも連通せず、且つ、流路切換用弁１５から第三のバイ
パス切換用弁７３、第四のバイパス切換用弁７４を経て、室外側熱交換器１２に至る熱媒
体流路ｂに熱媒体が流通可能となり、バイパス流路１７を用いない通常の冷房又は暖房を
行う際の接続状態が得られる。すなわち、バイパス流路１７の他端を圧縮機１３入口に連
通させない一方、室内側熱交換器１１における一方の熱媒体流入出口を圧縮機１３入口に
連通させ、且つ室外側熱交換器１２における一方の熱媒体流入出口を圧縮機１３出口に連
通させる冷房時の接続状態（図１、図２参照）や、室内側熱交換器１１における一方の熱
媒体流入出口を圧縮機１３出口に連通させ、且つ室外側熱交換器１２における一方の熱媒
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体流入出口を圧縮機１３入口に連通させる暖房時の接続状態（図４、図５参照）にできる
。
【００５８】
また、第一のバイパス切換用弁７１を開とし、第二のバイパス切換用弁７２を閉とし、
第三のバイパス切換用弁７３及び第四のバイパス切換用弁７４をいずれも開とし、第五の
バイパス切換用弁７５を開とすることで、バイパス流路１７の他端が、流路切換用弁１５
と圧縮機１３入口とを接続する熱媒体流路ａに連通する一方、流路切換用弁１５と室外側
熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口とを接続する熱媒体流路ｂには連通せず、加えて、
流路切換用弁１５から第三のバイパス切換用弁７３、第四のバイパス切換用弁７４を経て
、室外側熱交換器１２に至る熱媒体流路ｂに熱媒体が流通可能となり、バイパス流路１７
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の他端を圧縮機１３入口に連通させて、バイパス流路１７から圧縮機１３に向けて熱媒体
を流通させられる状態が得られる（図７参照）。
【００５９】
この状態で、バイパス流路１７の一端側で、第一の熱交換器切換用弁６１を閉とし、第
二の熱交換器切換用弁６２を開とし、第三の熱交換器切換用弁６３を閉とし、第四の熱交
換器切換用弁６４を開とすることで、バイパス流路１７が地中熱熱交換器１６を通じて室
外側熱交換器１２に連通し、室外側熱交換器１２から地中熱熱交換器１６を経てバイパス
流路１７に熱媒体が流通可能となる一方、室内側熱交換器１１には熱媒体が流通しない状
態となり、熱媒体が室内側熱交換器１１を通る代わりにバイパス流路１７を通って、圧縮
機１３に達する状態となる。

40

【００６０】
これにより、熱媒体が圧縮機１３から第一の流路接続状態にある流路切換用弁１５を経
て室外側熱交換器１２に流入し、室外側熱交換器１２から地中熱熱交換器１６に向かい、
地中熱熱交換器１６を出た熱媒体がバイパス流路１７を通って圧縮機１３に還流する循環
経路を生じさせる状態、すなわち、地中熱熱交換器１６で地中熱により熱媒体を昇温させ
、圧縮機１３で熱媒体を高圧にした上で、室外側熱交換器１２で熱媒体から熱を放出させ
て、室外側熱交換器１２で除霜を実行可能な第一の除霜用接続状態が得られることとなる
。
【００６１】
さらに、第一のバイパス切換用弁７１を閉とし、第二のバイパス切換用弁７２を開とし
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、第三のバイパス切換用弁７３を閉とし、第四のバイパス切換用弁７４を開とし、第五の
バイパス切換用弁７５を開とすることで、バイパス流路１７の他端が、流路切換用弁１５
と室外側熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口とを接続する熱媒体流路ｂのうち、第二の
バイパス切換用弁７２の接続箇所より室外側熱交換器１２側の流路部分に連通する一方、
流路切換用弁１５と圧縮機１３入口とを接続する熱媒体流路ａや、熱媒体流路ｂのうち第
二のバイパス切換用弁７２の接続箇所より流路切換用弁１５側の流路部分には連通せず、
これによりバイパス流路１７の他端を室外側熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口のみに
連通させて、バイパス流路１７から室外側熱交換器１２に向けて熱媒体を流通させられる
状態が得られる（図８参照）。
【００６２】

10

この状態で、バイパス流路１７の一端側で、第一の熱交換器切換用弁６１を閉とし、第
二の熱交換器切換用弁６２を開とし、第三の熱交換器切換用弁６３を閉とし、第四の熱交
換器切換用弁６４を開とすることで、バイパス流路１７の一端が地中熱熱交換器１６を通
じて室外側熱交換器１２の他方の熱媒体流入出口に連通し、室外側熱交換器１２から地中
熱熱交換器１６を経てバイパス流路１７に熱媒体が流通可能となる一方、室内側熱交換器
１１には熱媒体が流通しない状態となり、熱媒体が室内側熱交換器１１を通る代わりにバ
イパス流路１７を通って、室外側熱交換器１２に達する状態となる。
【００６３】
これにより、熱媒体が室外側熱交換器１２に流入し、室外側熱交換器１２から地中熱熱
交換器１６に向かい、地中熱熱交換器１６を出た熱媒体がバイパス流路１７を通って室外
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側熱交換器１２に還流する循環経路を生じさせる状態、すなわち、地中熱熱交換器１６で
地中熱により熱媒体を昇温させ、この熱媒体をバイパス流路１７を通じて室外側熱交換器
１２に導き、室外側熱交換器１２で熱媒体から熱を放出させて、室外側熱交換器１２で除
霜を実行可能な第二の除霜用接続状態が得られることとなる。
【００６４】
この他、第一のバイパス切換用弁７１を閉とし、第二のバイパス切換用弁７２及び第三
のバイパス切換用弁７３をいずれも開とし、第四のバイパス切換用弁７４を閉とし、第五
のバイパス切換用弁７５を開とすることで、バイパス流路１７の他端が、流路切換用弁１
５と室外側熱交換器１２の一方の熱媒体流入出口とを接続する熱媒体流路ｂのうち、第二
のバイパス切換用弁７２の接続箇所より流路切換用弁１５側の流路部分に連通する一方、
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流路切換用弁１５と圧縮機１３入口とを接続する熱媒体流路ａや、熱媒体流路ｂのうち第
二のバイパス切換用弁７２の接続箇所より室外側熱交換器１２側の流路部分には連通せず
、これによりバイパス流路１７の他端を流路切換用弁１５と室外側熱交換器１２の一方の
熱媒体流入出口とを接続する熱媒体流路ｂの一部に連通させて、バイパス流路１７から熱
媒体流路ｂ、流路切換用弁１５、熱媒体流路ａを経て圧縮機１３に至る経路に熱媒体を流
通させられる状態が得られる。
【００６５】
この状態で、バイパス流路１７の一端側で、第一の熱交換器切換用弁６１を開とし、第
二の熱交換器切換用弁６２及び第三の熱交換器切換用弁６３をいずれも閉とし、第四の熱
交換器切換用弁６４を開とすることで、バイパス流路１７が地中熱熱交換器１６を通じて
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室内側熱交換器１１に連通し、室内側熱交換器１１から地中熱熱交換器１６を経てバイパ
ス流路１７に至る経路に熱媒体が流通可能となる一方、室外側熱交換器１２には熱媒体が
流通しない状態となり、熱媒体が室外側熱交換器１２を通る代わりにバイパス流路１７を
通って、地中熱熱交換器１６に流通する状態となる。
【００６６】
これにより、室外側熱交換器１２の代わりに地中熱熱交換器１６を用いた冷房又は暖房
用の接続状態が得られる。すなわち、室外側熱交換器１２を冷凍サイクルやヒートポンプ
サイクルから外す一方、室内側熱交換器１１における一方の熱媒体流入出口を圧縮機１３
入口に連通させ、且つ地中熱熱交換器１６における他方の熱媒体流入出口をバイパス流路
１７を通じて圧縮機１３出口に連通させる冷房時の接続状態（図３参照）や、室内側熱交
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換器１１における一方の熱媒体流入出口を圧縮機１３出口に連通させ、且つ地中熱熱交換
器１６における他方の熱媒体流入出口をバイパス流路１７を通じて圧縮機１３入口に連通
させる暖房時の接続状態（図６参照）にできる。
【００６７】
さらに、本実施形態に係るヒートポンプシステムは、公知の空気調和機に用いられるも
のと同様、各熱交換器に空気を強制的に送り込むファンや、室内空気の温度等を検出する
温度センサ、空気調和機を使用する使用者により操作される操作部、使用者の操作内容や
各種センサでの検出結果に基づいて圧縮機及びファンの作動制御や流路切換用弁による冷
暖切換制御を行う制御部を備える構成であり、詳細な説明は省略する。
【００６８】
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ただし、本実施形態では、特に、室内空気の温度の他に、室外空気の温度、地中の温度
、サイクル中の一又は複数箇所における熱媒体の温度、地中に対する吸熱又は放熱用の熱
交換用媒体の温度等をそれぞれ検出する各温度センサが設けられると共に、室外側熱交換
器への着霜状態を検出する霜センサが設けられ、制御部がこうした各温度センサ及び霜セ
ンサでの検出結果に基づいて、各部の作動制御に加えて、必要に応じて地中熱熱交換器と
地中の熱交換部間で熱交換用媒体を循環させるポンプの制御や、各切換用弁の開閉制御を
実行することとなる。
【００６９】
次に、本実施形態に係るヒートポンプシステムの作動状態について説明する。
まず、ヒートポンプシステムを作動させて、室内空間に対し冷房を行う状態について説
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明する。
冷房を行うにあたっては、熱源を室外の空気熱のみ、地中熱のみ、あるいは、空気熱と
地中熱の両方、とする状態を、室内や室外、地中の状況等に応じて切り換えることができ
る。例えば、通常、冷房を行う時期は室外空気温度より地中温度が低いことから、室外空
気温度が過度に高く、冷房効率が低くなる場合は、熱源として地中熱のみを用いるように
することで、効率よく冷房を行うことができる。
【００７０】
また、冷房運転の開始時などは、空気調和機の室内機側の負荷が大きくなることから、
熱源として室外の空気熱と地中熱の両方を用いるようにするのが好ましい。そして、室内
温度が所望の温度に達して安定状態に移行し、空気調和機がオンオフ繰り返しや出力を抑
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えるような低負荷運転状態となった場合には、熱源として地中熱のみを用いる状態に切り
換えるようにすれば、効率のよい運転状態を継続でき、好ましい。
【００７１】
この他、熱媒体の温度が室外空気温度より低い状況では、主に熱源として室外の空気熱
と地中熱を用いる状態として冷房運転を実行する一方、熱媒体の温度が室外空気温度に近
い値となり、地中の温度が過度に上がるなど地中に過大な熱負荷が加わっていることが予
想される場合には、熱源を室外の空気熱のみとする運転状態に移行し、地中熱熱交換器１
６と熱交換用媒体を通じた地中への熱の放出を停止して、地中温度の回復を図るようにす
るのが好ましい。
【００７２】
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（熱源が空気熱のみの場合）
室内空間に対し冷房を行う際に、熱源として室外の空気熱のみを用いる場合、すなわち
、室外側の凝縮器として室外側熱交換器１２のみを用いる場合には、図１に示すように、
熱交換器切換用弁の弁６１、６２を開として、室外側熱交換器１２が各弁を通じて膨張弁
１４に連通する状態としておく。流路切換用弁１５は第一の流路接続状態として、熱媒体
流路ａと熱媒体流路ｄを連通させ、熱媒体流路ｂと熱媒体流路ｃを連通させる状態とする
。
【００７３】
システムを作動させると、室内側熱交換器１１が、蒸発器として、ファン（図示を省略
）で送風されて導入される室内空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室内側熱交換
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器１１での熱交換で加熱され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室内側熱
交換器１１外へ出て、熱媒体流路ｄ、流路切換用弁１５、熱媒体流路ａを経て圧縮機１３
に向う。一方、室内側熱交換器１１での熱交換で室内空気は冷却され、温度を下げた状態
で室内空間に放出され、室内温度を所望の温度まで低下させる（室内空間を冷却する）。
【００７４】
室内側熱交換器１１を出て圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、外部の駆動源によ
り作動するこの圧縮機１３により加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度
を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流
路切換用弁１５、熱媒体流路ｂ及び開状態とされた弁７３、７４を経て室外側熱交換器１
２に導入される。

10

【００７５】
室外側熱交換器１２は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体は凝
縮して液相に変化することとなる。一方、室外側熱交換器１２での熱交換で被加熱媒体で
ある室外空気は加熱され、温度を上げた状態で外気中に排出される。
【００７６】
室外側熱交換器１２で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室外側熱交換器１２外に排出
されて膨張弁１４に向かうが、地中熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６
１、６２が開、弁６３、６４が閉となることで、室外側熱交換器１２を出た熱媒体は弁６
１、６２を通過して、地中熱熱交換器１６に流通することなく膨張弁１４に達する。
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【００７７】
膨張弁１４で熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状態となった上で、室内側熱
交換器１１へ向け進むこととなる。
この後、熱媒体は室内側熱交換器１１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器１１での熱
交換以降の各過程を繰返して、冷房を継続実行することとなる。
【００７８】
（熱源が空気熱と地中熱の場合）
室内空間に対し冷房を行う際に、熱源として室外の空気熱と地中熱を用いる場合、すな
わち、室外側の凝縮器として室外側熱交換器１２と地中熱熱交換器１６を共に用いる場合
には、図２に示すように、熱交換器切換用弁の弁６４、６１を開として、室外側熱交換器
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１２が地中熱熱交換器１６を通じて膨張弁１４に連通する状態に切り換える。
【００７９】
システムを作動させると、室内側熱交換器１１が、蒸発器として、ファン（図示を省略
）で送風されて導入される室内空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室内側熱交換
器１１での熱交換で加熱され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室内側熱
交換器１１外へ出て、熱媒体流路ｄ、流路切換用弁１５、熱媒体流路ａを経て圧縮機１３
に向う。一方、室内側熱交換器１１での熱交換で室内空気は冷却され、温度を下げた状態
で室内空間に放出され、室内温度を所望の温度まで低下させる（室内空間を冷却する）。
【００８０】
室内側熱交換器１１を出て圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、外部の駆動源によ
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り作動するこの圧縮機１３により加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度
を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流
路切換用弁１５、熱媒体流路ｂ及び開状態とされた弁７３、７４を経て室外側熱交換器１
２に導入される。
【００８１】
室外側熱交換器１２は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
被加熱媒体である室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された
気相の熱媒体はその温度を低下させ、一部は凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交
換器１２での熱交換で被加熱媒体である室外空気は加熱され、温度を上げた状態で外気中
に排出される。
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【００８２】
室外側熱交換器１２で温度を低下させた熱媒体は、室外側熱交換器１２外に排出される
が、地中熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６１、６３、６４が開、弁６
２が閉となることで、室外側熱交換器１２を出た熱媒体は弁６３、熱媒体流路ｆ及び弁６
４を通過して地中熱熱交換器１６に流通することとなる。
【００８３】
地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入された熱交換用媒体
と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化す
ることとなる。一方、地中熱熱交換器１６での熱交換で熱交換用媒体は加熱され、温度を
上げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中熱交換部５０で
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地中に熱を放出して温度を下げた上で、あらためて地中熱熱交換器１６に還流する。こう
した熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地中熱交換部５０との間での循環は、地中熱熱
交換器１６における熱交換が継続される間、繰り返されることとなる。
【００８４】
地中熱熱交換器１６で凝縮して得られた液相の熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後
、熱媒体流路ｅ、弁６１を通過して膨張弁１４に達する。膨張弁１４で熱媒体は膨張し、
圧力及び温度を低減させた状態となった上で、室内側熱交換器１１へ向け進むこととなる
。
この後、熱媒体は室内側熱交換器１１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器１１での熱
交換以降の各過程を繰返して、冷房を継続実行することとなる。
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【００８５】
（熱源が地中熱のみの場合）
室内空間に対し冷房を行う際に、熱源として地中熱のみを用いる場合、すなわち、室外
側の凝縮器として地中熱熱交換器１６のみを用いる場合には、図３に示すように、あらか
じめバイパス切換用弁の弁７２、７５を開、弁７４を閉として、熱媒体流路ｂがバイパス
流路１７に連通して、圧縮機１３を出た熱媒体がバイパス流路１７に流通する状態に切り
換えると共に、熱交換器切換用弁の弁６４、６１を開として、バイパス流路１７が地中熱
熱交換器１６を通じて膨張弁１４に連通する状態に切り換える。
【００８６】
前記同様、室内側熱交換器１１が、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて
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導入される室内空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室内側熱交換器１１での熱交
換で加熱され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室内側熱交換器１１外へ
出て、熱媒体流路ｄ、流路切換用弁１５、熱媒体流路ａを経て圧縮機１３に向う。一方、
室内側熱交換器１１での熱交換で室内空気は冷却され、温度を下げた状態で室内空間に放
出され、室内温度を所望の温度まで低下させる（室内空間を冷却する）。
【００８７】
室内側熱交換器１１を出て圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、外部の駆動源によ
り作動するこの圧縮機１３により加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度
を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流
路切換用弁１５、熱媒体流路ｂ及び開状態とされた弁７３、７２、７５を経てバイパス流
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路１７に達する。
【００８８】
一方、バイパス流路１７の一端が接続される熱媒体流路ｆ中の弁６４が開となり、且つ
地中熱熱交換器１６近傍で、弁６１が開、弁６２、６３が閉となることで、バイパス流路
１７を通った気相の熱媒体は熱媒体流路ｆ及び弁６４を通過して地中熱熱交換器１６に流
通することとなる。
【００８９】
地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入された熱交換用媒体
と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化す
ることとなる。一方、地中熱熱交換器１６での熱交換で熱交換用媒体は加熱され、温度を
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上げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中熱交換部５０で
地中に熱を放出して温度を下げた上で、あらためて地中熱熱交換器１６に還流する。こう
した熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地中熱交換部５０との間での循環は、地中熱熱
交換器１６における熱交換が継続される間、繰り返されることとなる。
【００９０】
地中熱熱交換器１６で凝縮して得られた液相の熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後
、熱媒体流路ｅ、弁６１を通過して膨張弁１４に達する。膨張弁１４で熱媒体は膨張し、
圧力及び温度を低減させた状態となった上で、室内側熱交換器１１へ向け進むこととなる
。
この後、熱媒体は室内側熱交換器１１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器１１での熱
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交換以降の各過程を繰返して、冷房を継続実行することとなる。
【００９１】
なお、上記のような冷房時の熱源に地中熱を用いる場合に対応して、夜間や室内に人が
いない間など、冷房運転を要しない時間帯に、地中から熱を奪うと共にその熱を室外空気
に放出するサイクルとして運転を実行し、冷房運転に伴う熱放出で上昇した地中温度の回
復や地中への冷熱の蓄熱を積極的に図るようにすることもできる。
【００９２】
この地中温度の回復等のための運転を行うためには、バイパス切換用弁の弁７５、７１
、７３、７４を開、弁７２を閉として、バイパス流路１７が熱媒体流路ａに連通し、バイ
パス流路１７を出た熱媒体が圧縮機１３に流通する状態に切り換えると共に、熱交換器切

20

換用弁の弁６２、６４を開として、バイパス流路１７が地中熱熱交換器１６を通じて室外
側熱交換器１２に連通する状態に切り換える。また、流路切換用弁１５は第一の流路接続
状態として、熱媒体流路ａと熱媒体流路ｄを連通させ、熱媒体流路ｂと熱媒体流路ｃを連
通させる状態とする（図７参照）。
【００９３】
運転を実行すると、地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入
された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体は昇
温し、蒸発して気相に変化する。一方、地中熱熱交換器１６での熱交換で熱交換用媒体は
冷却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地
中熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地中熱熱交換器１
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６に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地中熱交換部５０との間で
の循環は、運転継続の間繰り返され、熱交換用媒体が地中から熱を吸収することで、地中
の温度を低下させることができる。
【００９４】
地中熱熱交換器１６で蒸発して得られた気相の熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後
、熱媒体流路ｆ、弁６４を通過してバイパス流路１７に流通する。
一方、バイパス流路１７の他端は、開状態とされた弁７５、７１により熱媒体流路ａと
連通していることから、バイパス流路１７を通った気相の熱媒体は、弁７５、７１及び熱
媒体流路ａを経て圧縮機１３に向かう。
【００９５】
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圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、圧縮機１３により加圧され、圧力及び温度を
増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流路
切換用弁１５、熱媒体流路ｂ及び開状態とされた弁７３、７４を経て室外側熱交換器１２
に導入される。
【００９６】
室外側熱交換器１２は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体はそ
の温度を低下させ、凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器１２での熱交換で室
外空気は加熱され、温度を上げた状態で外気中に排出される。
【００９７】
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室外側熱交換器１２で凝縮した熱媒体は、室外側熱交換器１２外に排出されるが、地中
熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６２、６４が開、弁６１、６３が閉と
なることで、室外側熱交換器１２を出た熱媒体は、弁６２及び熱媒体流路ｅを通過して地
中熱熱交換器１６へ向け進むこととなる。
【００９８】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器１６内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器１６での熱
交換以降の各過程を繰返すこととなる。
地中温度が適切な温度まで低下したり、室内空間に冷房を行う時間帯に至った場合には
、この地中温度の回復等に係る運転を停止し、必要に応じて冷房運転に移行する。
【００９９】

10

続いて、ヒートポンプシステムを作動させて、室内空間に対し暖房を行う状態について
説明する。
暖房を行う場合も、冷房の場合と同様、熱源を室外の空気熱のみ、地中熱のみ、あるい
は、空気熱と地中熱の両方、とする状態を、室内や室外、地中の状況等に応じて切り換え
ることができる。例えば、通常、暖房を行う時期は室外空気温度より地中温度が高いこと
から、室外空気温度が過度に低く、暖房効率が低くなる場合は、熱源として地中熱のみを
用いるようにすることで、効率よく暖房を行うことができる。
【０１００】
また、暖房運転の開始時などは、空気調和機の室内機側の負荷が大きくなることから、
熱源として室外の空気熱と地中熱の両方を用いるようにするのが好ましい。そして、室内
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温度が所望の温度に達して安定状態に移行し、空気調和機がオンオフ繰り返しや出力を抑
えるような低負荷運転状態となった場合には、熱源として地中熱のみを用いる状態に切り
換えるようにすれば、効率のよい運転状態を継続でき、好ましい。
【０１０１】
この他、熱媒体の温度が室外空気温度より高い状況では、主に熱源として室外の空気熱
と地中熱を用いる状態として暖房運転を実行する一方、熱媒体の温度が室外空気温度に近
い値となり、地中の温度が過度に下がるなど地中に過大な熱負荷が加わっていることが予
想される場合には、熱源を室外の空気熱のみとする運転状態に移行し、地中熱熱交換器１
６と熱交換用媒体を通じた地中からの吸熱を停止して、地中温度の回復を図るようにする
のが好ましい。
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【０１０２】
（熱源が空気熱のみの場合）
室内空間に対し暖房を行う際に、熱源として室外の空気熱のみを用いる場合、すなわち
、室外側の蒸発器として室外側熱交換器１２のみを用いる場合には、図４に示すように、
熱交換器切換用弁の弁６１、６２を開として、室外側熱交換器１２が各弁を通じて膨張弁
１４に連通する状態としておく。流路切換用弁１５は第二の流路接続状態として、熱媒体
流路ａと熱媒体流路ｂを連通させ、熱媒体流路ｃと熱媒体流路ｄを連通させる状態とする
。
【０１０３】
システムを作動させると、室内側熱交換器１１は、凝縮器として、ファン（図示を省略
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）で送風されて導入される室内空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷
却された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化することとなる。一方、室内側熱交換器１１
での熱交換で室内空気は加熱され、温度を上げた状態で室内空間に放出され、室内温度を
所望の温度まで上昇させる（室内空間を暖める）。
【０１０４】
室内側熱交換器１１で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室内側熱交換器１１を出て膨
張弁１４に達する。膨張弁１４で液相の熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状態
となる。
【０１０５】
この膨張弁１４で圧力や温度を低下させた液相の熱媒体は、膨張弁１４の外に排出され
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るが、地中熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６１、６２が開、弁６３、
６４が閉となることで、膨張弁１４を出た熱媒体は弁６１、６２を通過して、地中熱熱交
換器１６に流通することなく、室外側熱交換器１２に達する。
【０１０６】
室外側熱交換器１２は、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入される
室外空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室外側熱交換器１２での熱交換で加熱さ
れ、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室外側熱交換器１２外へ出て、熱媒
体流路ｂ及び開状態とされた弁７３、７４を経て流路切換用弁１５に達し、さらに流路切
換用弁１５から熱媒体流路ａを経て圧縮機１３に向う。一方、室外側熱交換器１２での熱
交換で室外空気は冷却され、温度を下げた状態で外気中に排出される。
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【０１０７】
室外側熱交換器１２を出て圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、外部の駆動源によ
り作動するこの圧縮機１３により加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度
を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流
路切換用弁１５、熱媒体流路ｄを経て、室内側熱交換器１１へ向け進むこととなる。
この後、熱媒体は室内側熱交換器１１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器１１での熱
交換以降の各過程を繰返して、暖房を継続実行することとなる。
【０１０８】
（熱源が空気熱と地中熱の場合）
室内空間に対し暖房を行う際に、熱源として室外の空気熱と地中熱を用いる場合、すな
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わち、室外側の蒸発器として室外側熱交換器１２と地中熱熱交換器１６を共に用いる場合
には、図５に示すように、熱交換器切換用弁の弁６４、６１を開として、室外側熱交換器
１２が地中熱熱交換器１６を通じて膨張弁１４に連通する状態に切り換える。
【０１０９】
システムを作動させると、室内側熱交換器１１は、凝縮器として、ファン（図示を省略
）で送風されて導入される室内空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷
却された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化することとなる。一方、室内側熱交換器１１
での熱交換で室内空気は加熱され、温度を上げた状態で室内空間に放出され、室内温度を
所望の温度まで上昇させる（室内空間を暖める）。
【０１１０】
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室内側熱交換器１１で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室内側熱交換器１１を出て、
膨張弁１４に達する。膨張弁１４で液相の熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低下させた状
態となる。
【０１１１】
この膨張弁１４で圧力や温度を低下させた液相の熱媒体は、膨張弁１４の外に排出され
るが、地中熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６１、６３、６４が開、弁
６２が閉となることで、膨張弁１４を出た熱媒体は弁６１、及び熱媒体流路ｅを通過して
地中熱熱交換器１６に流通することとなる。
【０１１２】
地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入された熱交換用媒体
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と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体は昇温し、一部は蒸発し
て気相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器１６での熱交換で熱交換用媒体は冷
却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中
熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地中熱熱交換器１６
に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地中熱交換部５０との間での
循環は、地中熱熱交換器１６における熱交換が継続される間、繰り返されることとなる。
【０１１３】
地中熱熱交換器１６で昇温した熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後、熱媒体流路ｆ
、弁６４、６３を通過して室外側熱交換器１２に達する。
室外側熱交換器１２は、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入される

50

(22)

JP 2018‑132269 A 2018.8.23

室外空気と熱媒体とを熱交換させる。この室外側熱交換器１２での熱交換で加熱され、昇
温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室外側熱交換器１２外へ出て、熱媒体流路
ｂ及び開状態とされた弁７３、７４を経て流路切換用弁１５に達し、さらに流路切換用弁
１５から熱媒体流路ａを経て圧縮機１３に向う。一方、室外側熱交換器１２での熱交換で
室外空気は冷却され、温度を下げた状態で外気中に排出される。
【０１１４】
室外側熱交換器１２を出て圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、外部の駆動源によ
り作動するこの圧縮機１３により加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度
を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流
路切換用弁１５、熱媒体流路ｄを経て、室内側熱交換器１１へ向け進むこととなる。
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この後、熱媒体は室内側熱交換器１１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器１１での熱
交換以降の各過程を繰返して、暖房を継続実行することとなる。
【０１１５】
（熱源が地中熱のみの場合）
室内空間に対し暖房を行う際に、熱源として地中熱のみを用いる場合、すなわち、室外
側の蒸発器として地中熱熱交換器１６のみを用いる場合には、図６に示すように、あらか
じめバイパス切換用弁の弁７５、７２、７３を開、弁７４を閉として、バイパス流路１７
が熱媒体流路ｂに連通し、バイパス流路１７を出た熱媒体が圧縮機１３に流通する状態に
切り換えると共に、熱交換器切換用弁の弁６１、６４を開として、バイパス流路１７が地
中熱熱交換器１６を通じて膨張弁１４に連通する状態に切り換える。流路切換用弁１５は
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第二の流路接続状態として、熱媒体流路ａと熱媒体流路ｂを連通させ、熱媒体流路ｃと熱
媒体流路ｄを連通させる状態とする。
【０１１６】
前記同様、室内側熱交換器１１は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて
導入される室内空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の
熱媒体は凝縮して液相に変化することとなる。一方、室内側熱交換器１１での熱交換で室
内空気は加熱され、温度を上げた状態で室内空間に放出され、室内温度を所望の温度まで
上昇させる（室内空間を暖める）。
【０１１７】
室内側熱交換器１１で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室内側熱交換器１１を出て膨
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張弁１４に達する。膨張弁１４で液相の熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状態
となる。
【０１１８】
この膨張弁１４で圧力や温度を低下させた液相の熱媒体は、膨張弁１４の外に排出され
るが、地中熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６１、６４が開、弁６２、
６３が閉となることで、膨張弁１４を出た熱媒体は弁６１、及び熱媒体流路ｅを通過して
地中熱熱交換器１６に流通することとなる。
【０１１９】
地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入された熱交換用媒体
と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体は昇温し、蒸発して気相
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に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器１６での熱交換で熱交換用媒体は冷却され
、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中熱交換
部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地中熱熱交換器１６に還流
する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地中熱交換部５０との間での循環は
、地中熱熱交換器１６における熱交換が継続される間、繰り返されることとなる。
【０１２０】
地中熱熱交換器１６で蒸発して得られた気相の熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後
、熱媒体流路ｆ、弁６４を通過してバイパス流路１７に達する。
一方、バイパス流路１７の他端は、開状態とされた弁７５、７２、７３により熱媒体流
路ｂと連通していることから、バイパス流路１７を通った気相の熱媒体は、弁７５、７２
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、７３及び熱媒体流路ｂを経て流路切換用弁１５に達し、さらに流路切換用弁１５から熱
媒体流路ａを経て圧縮機１３に向かう。
【０１２１】
圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、圧縮機１３により加圧される。加圧された気
相の熱媒体は、圧力及び温度を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の
熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流路切換用弁１５、熱媒体流路ｄを経て、室内側熱交換器１１
へ向け進むこととなる。
この後、熱媒体は室内側熱交換器１１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器１１での熱
交換以降の各過程を繰返して、暖房を継続実行することとなる。
【０１２２】
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（熱源を地中熱として除霜を行う場合）
こうした暖房運転時において、室外の温度が低い場合、室外側熱交換器１２の空気と熱
交換する外面部分に霜が付き、空気との熱交換が妨げられることがある。こうした着霜時
に対応する除霜運転状態について説明する。
【０１２３】
（第一の除霜接続状態に基づく除霜運転状態）
暖房時に着霜を検出し、除霜を行う場合、いったん暖房運転を停止し、除霜運転状態に
移行する。除霜を行うためには、図７に示すように、バイパス切換用弁の弁７５、７１、
７３、７４を開、弁７２を閉として、バイパス流路１７が熱媒体流路ａに連通し、バイパ
ス流路１７を出た熱媒体が圧縮機１３に流通する状態に切り換えると共に、熱交換器切換
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用弁の弁６２、６４を開として、バイパス流路１７が地中熱熱交換器１６を通じて室外側
熱交換器１２に連通する状態に切り換える。流路切換用弁１５は第一の流路接続状態とし
て、熱媒体流路ａと熱媒体流路ｄを連通させ、熱媒体流路ｂと熱媒体流路ｃを連通させる
状態とする。
【０１２４】
除霜運転を実行すると、地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて
導入された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体
は昇温し、蒸発して気相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器１６での熱交換で
熱交換用媒体は冷却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交
換用媒体は、地中熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地
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中熱熱交換器１６に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地中熱交換
部５０との間での循環は、地中熱熱交換器１６における熱交換が継続される間、繰り返さ
れる。
【０１２５】
地中熱熱交換器１６で蒸発して得られた気相の熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後
、熱媒体流路ｆ、弁６４を通過してバイパス流路１７に流通する。
一方、バイパス流路１７の他端は、開状態とされた弁７５、７１により熱媒体流路ａと
連通していることから、バイパス流路１７を通った気相の熱媒体は、弁７５、７１及び熱
媒体流路ａを経て圧縮機１３に向かう。
【０１２６】

40

圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、圧縮機１３により加圧される。加圧された気
相の熱媒体は、圧力及び温度を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の
熱媒体は、熱媒体流路ｃ、流路切換用弁１５、熱媒体流路ｂ及び開状態とされた弁７３、
７４を経て室外側熱交換器１２に導入される。
【０１２７】
室外側熱交換器１２は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体はそ
の温度を低下させ、凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器１２での熱交換で室
外空気は加熱され、温度を上げた状態で室外側熱交換器を出ようとすることから、室外側
熱交換器１２表面の着霜部分は、この温度を上昇させた空気と接触して温められる。こう

50

(24)

JP 2018‑132269 A 2018.8.23

して温められる着霜部分では、最終的に霜が溶けて除霜状態となる。着霜部分を温めた後
の空気は、外気中に排出される。
【０１２８】
室外側熱交換器１２で凝縮した熱媒体は、室外側熱交換器１２外に排出されるが、地中
熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６２、６４が開、弁６１、６３が閉と
なることで、室外側熱交換器１２を出た熱媒体は、弁６２及び熱媒体流路ｅを通過して地
中熱熱交換器１６へ向け進むこととなる。
【０１２９】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器１６内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器１６での熱
交換以降の各過程を繰返して、除霜を継続実行することとなる。

10

室外側熱交換器１２における全ての着霜箇所で霜が溶け、除霜が完了したら、除霜運転
状態から暖房運転状態に復帰することができる。
【０１３０】
（第二の除霜接続状態に基づく除霜運転状態）
なお、除霜は、圧縮機を用いずに実行することもできる。この圧縮機を用いない除霜運
転状態について説明する。
【０１３１】
前記同様、除霜はいったん暖房運転を停止し、除霜運転状態に移行することで行われる
が、除霜を行うために、図８に示すように、バイパス切換用弁の弁７５、７２、７４を開
、弁７１、７３を閉として、バイパス流路１７が熱媒体流路ｂに連通し、バイパス流路１
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７を出た熱媒体が室外側熱交換器１２に流通する状態に切り換える。熱交換器切換用弁に
ついては、前記同様、弁６２、６４を開として、バイパス流路１７が地中熱熱交換器１６
を通じて室外側熱交換器１２に連通する状態とする。なお、熱媒体は熱媒体流路中の所定
箇所に設けられたポンプ（図示を省略）による加圧を受けて、地中熱熱交換器からバイパ
ス流路を経て室外側熱交換器に至り、再び地中熱熱交換器に達する循環経路を、継続して
循環可能とされているものとする。
【０１３２】
除霜運転を実行すると、地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて
導入された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体
は昇温することとなる。一方、地中熱熱交換器１６での熱交換で熱交換用媒体は冷却され
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、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中熱交換
部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地中熱熱交換器１６に還流
する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地中熱交換部５０との間での循環は
、地中熱熱交換器１６における熱交換が継続される間、繰り返される。
【０１３３】
地中熱熱交換器１６で昇温した熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後、熱媒体流路ｆ
、弁６４を通過してバイパス流路１７に流通する。
一方、バイパス流路１７の他端は、開状態とされた弁７５、７２により熱媒体流路ｂと
連通し、熱媒体流路ｂでは弁７３が閉、弁７４が開とされていることから、バイパス流路
１７を通った熱媒体は、弁７５、７２及び熱媒体流路ｂ、弁７４を経て室外側熱交換器１
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２に導入される。
【０１３４】
室外側熱交換器１２では、ファン（図示を省略）で送風されて導入された室外空気と、
熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された熱媒体はその温度を低下させる。一方、室
外側熱交換器１２での熱交換で室外空気は加熱され、温度を上げた状態で室外側熱交換器
１２を出ようとすることから、室外側熱交換器１２表面の着霜部分は、この温度を上昇さ
せた空気と接触して温められる。こうして温められる着霜部分では、霜が溶けて除霜が進
行する状態となる。着霜部分を温めた後の空気は、外気中に排出される。
【０１３５】
室外側熱交換器１２で温度を低下させた熱媒体は、室外側熱交換器１２外に排出される
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が、地中熱熱交換器１６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６２、６４が開、弁６１、６
３が閉となることで、室外側熱交換器１２を出た熱媒体は、弁６２及び熱媒体流路ｅを通
過して地中熱熱交換器１６へ向け進むこととなる。
【０１３６】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器１６内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器１６での熱
交換以降の各過程を繰返して、除霜を継続実行することとなる。
室外側熱交換器１２における全ての着霜箇所で霜が溶け、除霜が完了したら、除霜運転
状態から暖房運転状態に復帰することができる。
【０１３７】
なお、上記のような暖房時の熱源に地中熱を用いる場合に対応して、夜間や室内に人が
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いない間など、暖房運転を要しない時間帯に、室外空気から熱を吸収すると共に、その熱
を地中に放出するサイクルとして運転を実行し、暖房運転に伴う吸熱で低下した地中温度
の回復や地中への蓄熱を積極的に図るようにすることもできる。
【０１３８】
この地中温度の回復等のための運転を行うためには、圧縮機１３を出た熱媒体がバイパ
ス流路１７を通じて地中熱熱交換器１６に達し、地中熱熱交換器１６から熱媒体が室外側
熱交換器１２に至り、さらに圧縮機１３に還流するように、各バイパス切換用弁７１、７
２、７３、７４、７５を設定すると共に、熱交換器切換用弁の弁６２、６４を開として、
バイパス流路１７が地中熱熱交換器１６を通じて室外側熱交換器１２に連通する状態とす
る。流路切換用弁１５は第一の流路接続状態として、熱媒体流路ａと熱媒体流路ｄを連通
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させ、熱媒体流路ｂと熱媒体流路ｃを連通させる状態とする。
【０１３９】
運転を実行すると、地中熱熱交換器１６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入
された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体は温
度を低下させ、一部は凝縮して液相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器１６で
の熱交換で熱交換用媒体は加熱され、温度を上げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そ
して、熱交換用媒体は、地中熱交換部５０で地中に熱を放出して温度を下げた上で、あら
ためて地中熱熱交換器１６に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器１６と地
中熱交換部５０との間での循環は、運転継続の間繰り返され、熱交換用媒体が地中に熱を
放出することで、地中の温度を上昇させることができる。
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【０１４０】
地中熱熱交換器１６で温度を低下させた熱媒体は、地中熱熱交換器１６を出た後、熱媒
体流路ｅ、弁６２を通過して室外側熱交換器１２に達する。室外側熱交換器１２は、ファ
ン（図示を省略）で送風されて導入される室外空気と熱媒体とを熱交換させる。この室外
側熱交換器１２での熱交換で加熱され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この
室外側熱交換器１２外へ出て、圧縮機１３に向う。一方、室外側熱交換器１２での熱交換
で室外空気は冷却され、温度を下げた状態で外気中に排出される。
【０１４１】
室外側熱交換器１２を出て圧縮機１３に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機１３に
より加圧され、圧力及び温度を増大させた状態となる。そして、圧縮機１３を出た気相の
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熱媒体は、バイパス流路１７を経て、弁６４、熱媒体流路ｆを通過して地中熱熱交換器１
６へ向け進むこととなる。
【０１４２】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器１６内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器１６での熱
交換以降の各過程を繰返すこととなる。
地中温度が適切な温度まで上昇したり、室内空間に暖房を行う時間帯に至った場合には
、この地中温度の回復等に係る運転を停止し、必要に応じて暖房運転に移行する。
【０１４３】
このように、本実施形態に係るヒートポンプシステムにおいては、地中熱熱交換器１６
が、熱交換器切換用弁６１、６２、６３、６４を介してヒートポンプの熱媒体流路中の所
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定箇所に介在可能に設けられ、熱媒体を流通させる状態では地中熱熱交換器１６が室外側
熱交換器１２と直列に接続する位置関係となって、室外側熱交換器１２に流通する熱媒体
がそのまま地中熱熱交換器１６にも流通することから、室内側熱交換器１１が蒸発器とし
て働く冷房時には、室外側熱交換器１２で主に熱媒体温度を下げ、地中熱熱交換器１６で
主に熱媒体を凝縮させることができ、また、室内側熱交換器１２が凝縮器として働く暖房
時には、地中熱熱交換器１６で主に熱媒体温度を上げ、室外側熱交換器１２で主に熱媒体
を蒸発させることができるなど、室外側熱交換器１２と地中熱熱交換器１６とで熱交換に
係る負荷を分担でき、特に暖房の際は、地中熱熱交換器１６が室外側熱交換器１２の前段
で予熱用熱交換器の役割を果たすこととなり、室外側熱交換器１２の前で熱媒体が温度上
昇する分、室外側熱交換器１２における熱媒体の顕熱域での熱交換を減らして、蒸発器を
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なす室外側熱交換器１２における空気から熱媒体への熱伝達の効率を向上させられるなど
、損失を抑えて熱交換性能を高められ、冷房や暖房を効率よく実行できる。
【０１４４】
また、地中熱熱交換器１６と圧縮機１３入口側を繋げるバイパス流路１７を設け、熱媒
体が室内側熱交換器１１を通らずにバイパス流路を通って圧縮機１３、室外側熱交換器１
２、及び地中熱熱交換器１６を循環する状態を生じさせるようにすることで、暖房時に室
外側熱交換器１２で吸熱に伴う温度低下により熱交換器周囲への着霜状態に至った場合に
、地中熱熱交換器１６で熱媒体に取り入れた地中の熱を圧縮機１３を介して室外側熱交換
器１２に導入し、室外側熱交換器１２で熱を外に放出することで除霜が可能となり、地中
熱を利用して室内側熱交換器１１への影響を与えることなく効率よく除霜を実行でき、着
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霜による熱交換性能低下を必要最小限に抑えられると共に、除霜のために別途熱を発生さ
せずに済み、除霜に係るエネルギー消費を抑えられる。
【０１４５】
（本発明の第２の実施形態）
本発明の第２の実施形態を図９ないし図１４に基づいて説明する。本実施形態において
も、ヒートポンプを室内機と室外機のある空気調和機に適用した例について説明する。
【０１４６】
前記各図において本実施形態に係るヒートポンプシステム２は、前記第１の実施形態同
様、室内側熱交換器２１と、室外側熱交換器２２と、圧縮機２３と、膨張弁２４と、流路
切換用弁２５と、地中熱熱交換器２６と、熱交換器切換用弁６５、６６、６７、６８と、
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バイパス流路２７と、バイパス切換用弁７６、７７とを備える一方、異なる点として、室
内に配設される室内側熱交換器２１が、公知のヒートポンプサイクルを用いる空気調和機
の室内機部分に設けられるものと同様に配設され、室外に配設される室外側熱交換器２２
、圧縮機２３、膨張弁２４、及び流路切換用弁２５が、公知のヒートポンプサイクルを用
いる空気調和機の室外機部分に設けられるものと同様に配設され、公知の空気調和機の場
合に、室内の室内側熱交換器２１と、室外に配設される前記各機器との、室内外の境界部
分における熱媒体流路接続点に相当する箇所に、前記地中熱熱交換器２６、熱交換器切換
用弁６５、６６、６７、６８、バイパス流路２７、及びバイパス切換用弁７６、７７を含
む熱媒体回路部分を挿入追加するように配設した構成を有するものである。
【０１４７】
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なお、前記室内側熱交換器２１、室外側熱交換器２２、圧縮機２３、膨張弁２４、流路
切換用弁２５、及び地中熱熱交換器２６の各構成そのものについては、前記第１の実施形
態と同様のものであり、詳細な説明を省略する。
【０１４８】
前記室内側熱交換器２１は、一方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流路、例えば管路な
ど、を介してバイパス切換用弁７７と接続され、他方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流
路を介して熱交換器切換用弁６５と接続されるものである。そして、室内側熱交換器２１
の一方の熱媒体流入出口は、バイパス切換用弁７７を介して流路切換用弁２５と連通可能
とされ、他方の熱媒体流入出口は、熱交換器切換用弁６５、６７を介して、膨張弁２４と
連通可能とされる。
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【０１４９】
前記室外側熱交換器２２は、一方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流路、例えば管路な
ど、を介して流路切換用弁２５と接続され、他方の熱媒体流入出口を所定の熱媒体流路を
介して膨張弁２４と接続されるものである。
【０１５０】
前記膨張弁２４は、一方の弁開口を所定の熱媒体流路を介して熱交換器切換用弁６７、
６８と接続され、他方の弁開口を所定の熱媒体流路を介して室外側熱交換器２２と接続さ
れて配設される。
【０１５１】
前記流路切換用弁２５は、室外側熱交換器２２の一方の熱媒体流入出口を圧縮機２３出
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口と連通させ、室内側熱交換器２１の一方の熱媒体流入出口を圧縮機２３入口と連通可能
とする第一の流路接続状態と、室外側熱交換器２２の一方の熱媒体流入出口を圧縮機２３
入口と連通させ、室内側熱交換器２１の一方の熱媒体流入出口を圧縮機２３出口と連通可
能とする第二の流路接続状態とを、切換可能とするものである。
なお、流路切換用弁２５は四方弁などの単独の弁に限られるものではなく、同様の機能
を得られる複数弁の組合せで構成することもできる。
【０１５２】
前記地中熱熱交換器２６は、ヒートポンプサイクルにおける室内側熱交換器２１と膨張
弁２４との間に介在可能として室外に配設されるものである。この地中熱熱交換器２６は
、室内側熱交換器２１と膨張弁２４との間の熱媒体流路に、熱交換器切換用弁６５、６６
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、６７、６８を介して接続されており、これら複数の弁で、この地中熱熱交換器２６の熱
媒体側流路が熱媒体を流通可能とされて室内側熱交換器２１と膨張弁２４との間に介在す
る状態と、地中熱熱交換器２６が全く介在しない状態とを、切換可能とされる仕組みであ
る。
地中熱熱交換器２６と熱交換器切換用弁６６との間には、補助膨張弁２８が設けられる
。
【０１５３】
前記熱交換器切換用弁６５、６６、６７、６８は、室内側熱交換器２２と地中熱熱交換
器２６との間、及び、地中熱熱交換器２６と膨張弁２４との間の熱媒体流路にそれぞれ配
設され、室内側熱交換器２１と膨張弁２４との間で地中熱熱交換器２６が熱媒体を流通可

30

能に介在する状態と、室内側熱交換器２１と膨張弁２４とを直結して中間に地中熱熱交換
器２６を介在させず、地中熱熱交換器２６には熱媒体を流通させない状態とを切換可能と
するものである。
【０１５４】
具体的には、地中熱熱交換器２６の一方の熱媒体流入出口に接続される熱媒体流路ｋと
室内側熱交換器２１との間での熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第一の熱
交換器切換用弁６５と、地中熱熱交換器２６の一方の熱媒体流入出口に接続される熱媒体
流路ｋに配設され、地中熱熱交換器２６における熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切
り換える第二の熱交換器切換用弁６６と、地中熱熱交換器２６の一方の熱媒体流入出口に
接続される熱媒体流路ｋと膨張弁２４との間での熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切
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り換える第三の熱交換器切換用弁６７と、地中熱熱交換器２６の他方の熱媒体流入出口に
接続される熱媒体流路ｌと膨張弁２４との間での熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切
り換える第四の熱交換器切換用弁６８とを備える構成である。
【０１５５】
これら熱交換器切換用弁６５、６６、６７、６８において、第一の熱交換器切換用弁６
５を開とし、第二の熱交換器切換用弁６６を開とし、第三の熱交換器切換用弁６７を閉と
し、第四の熱交換器切換用弁６８を開とすることで、膨張弁２４から第四の熱交換器切換
用弁６８、地中熱熱交換器２６、第二の熱交換器切換用弁６６、第一の熱交換器切換用弁
６５を経て、室内側熱交換器２１に至る経路に熱媒体が流通可能となり、室内側熱交換器
２１と膨張弁２４との間で地中熱熱交換器２６が熱媒体を流通可能に介在する状態とする
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ことができる（図１０、図１２参照）。
【０１５６】
また、第一の熱交換器切換用弁６５を開とし、第二の熱交換器切換用弁６６を閉とし、
第三の熱交換器切換用弁６７を開とし、第四の熱交換器切換用弁６８を閉とすることで、
膨張弁２４から第三の熱交換器切換用弁６７、第一の熱交換器切換用弁６５を経て、室内
側熱交換器２１に至る経路に熱媒体が流通可能となり、室内側熱交換器２１と膨張弁２４
とを直結して中間に地中熱熱交換器２６を介在させず、地中熱熱交換器２６には熱媒体を
流通させない状態とすることができる（図９、図１１参照）。
【０１５７】
この他、第一の熱交換器切換用弁６５と第三の熱交換器切換用弁６７をそれぞれ閉とし
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、第二の熱交換器切換用弁６６及び第四の熱交換器切換用弁６８をそれぞれ開とすること
で、室内側熱交換器２１と地中熱熱交換器２６との間では熱媒体の流通を停止させつつ、
膨張弁２４から第四の熱交換器切換用弁６８を経て、地中熱熱交換器２６に至る経路に熱
媒体が流通可能となり、膨張弁２４を介した室外側熱交換器２２と地中熱熱交換器２６と
の間での熱媒体の流通を許容する一方、地中熱熱交換器２６と室内側熱交換器２１との間
での熱媒体の流通は許容しない流路接続状態とすることができる（図１３、図１４参照）
。
【０１５８】
前記バイパス流路２７は、地中熱熱交換器２６の一方の熱媒体流入出口に接続される熱
媒体流路ｋに一端が接続されると共に、他端が流路切換用弁２５に接続され、且つバイパ
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ス切換用弁７７を介して室内側熱交換器２１の一方の熱媒体流入出口に接続可能とされて
、必要に応じて熱媒体を流通させるものである。
【０１５９】
バイパス流路２７の一端は、熱交換器切換用弁のうち、第二の熱交換器切換用弁６６が
設けられる熱媒体流路ｋに接続されることで、第二の熱交換器切換用弁６６を開とすると
、地中熱熱交換器２６に連通する一方、第二の熱交換器切換用弁６６を閉とすると、地中
熱熱交換器２６に連通しないなど、地中熱熱交換器２６への連通状態を必要に応じて切換
可能とされる仕組みである。
【０１６０】
また、バイパス流路２７の一端に対し、第三の熱交換器切換用弁６７を閉とした上で、
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第二の熱交換器切換用弁６６と共に第四の熱交換器切換用弁６８を開とすることで、バイ
パス流路２７の一端が地中熱熱交換器２６を通じて膨張弁２４や室外側熱交換器２２にも
連通する状態となり、バイパス流路２７から地中熱熱交換器２６や膨張弁２４を経て室外
側熱交換器２２に至る経路に熱媒体を流通可能とすることができる。そして、この場合に
第一の熱交換器切換用弁６５を閉としておけば、室内側熱交換器２１への熱媒体の流通を
阻止でき、熱媒体が室内側熱交換器２１を通る代わりにバイパス流路２７を通る状態を設
定可能となる（図１３、図１４参照）。
【０１６１】
前記バイパス切換用弁７６、７７は、バイパス流路２７の他端と、流路切換用弁２５、
及び、室内側熱交換器２１の一方の熱媒体流入出口との各接続関係を切換可能とするもの
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である。
【０１６２】
具体的には、バイパス切換用弁としては、バイパス流路２７に配設され、バイパス流路
２７における熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第一のバイパス切換用弁７
６と、室内側熱交換器２２の一方の熱媒体流入出口と、バイパス流路２７の他端及び流路
切換用弁２５との間での、熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える第二のバイパ
ス切換用弁７７とを備える構成である。
【０１６３】
これらバイパス切換用弁７６、７７において、第一のバイパス切換用弁７６を閉とし、
第二のバイパス切換用弁７７を開とすることで、バイパス流路２７に熱媒体が流通せず、
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且つ、流路切換用弁２５から第二のバイパス切換用弁７７を経て、室内側熱交換器２１に
至る熱媒体流路に熱媒体が流通可能となり、バイパス流路２７を用いない通常の冷房又は
暖房を行う際の接続状態が得られる。すなわち、室内側熱交換器２１における一方の熱媒
体流入出口を圧縮機２３入口に連通させ、且つ室外側熱交換器２２における一方の熱媒体
流入出口を圧縮機２３出口に連通させる冷房時の接続状態（図９、図１０参照）や、室内
側熱交換器２１における一方の熱媒体流入出口を圧縮機２３出口に連通させ、且つ室外側
熱交換器２２における一方の熱媒体流入出口を圧縮機２３入口に連通させる暖房時の接続
状態（図１１、図１２参照）にできる。
【０１６４】
また、第一のバイパス切換用弁７６を開とし、第二のバイパス切換用弁７７を閉とする
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ことで、バイパス流路２７が、流路切換用弁２５に連通する一方、流路切換用弁２５と室
内側熱交換器２１の一方の熱媒体流入出口とが連通せず、流路切換用弁２５から第一のバ
イパス切換用弁７６を経て、バイパス流路２７全体に熱媒体が流通可能となり、バイパス
流路２７の他端を流路切換用弁２５を通じて圧縮機２３入口に連通させて、バイパス流路
２７から圧縮機２３に向けて熱媒体を流通させられる状態が得られる（図１３参照）。
【０１６５】
この状態で、バイパス流路２７の一端側で、第一の熱交換器切換用弁６５を閉とし、第
二の熱交換器切換用弁６６を開とし、第三の熱交換器切換用弁６７を閉とし、第四の熱交
換器切換用弁６８を開とすることで、バイパス流路２７が地中熱熱交換器２６を通じて膨
張弁２４及び室外側熱交換器２２に連通し、室外側熱交換器２２から膨張弁２４、地中熱
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熱交換器２６を経てバイパス流路２７に熱媒体が流通可能となる一方、室内側熱交換器２
１には熱媒体が流通しない状態となり、熱媒体が室内側熱交換器２１を通る代わりにバイ
パス流路２７を通って、圧縮機２３に達する状態となる。
【０１６６】
これにより、熱媒体が圧縮機２３から第一の流路接続状態にある流路切換用弁２５を経
て室外側熱交換器２２に流入し、室外側熱交換器２２から膨張弁２４を経て地中熱熱交換
器２６に向かい、地中熱熱交換器２６を出た熱媒体がバイパス流路２７を通って圧縮機２
３に還流する循環経路を生じさせる状態、すなわち、地中熱熱交換器２６で地中熱により
熱媒体を昇温させ、圧縮機２３で熱媒体を高圧にした上で、室外側熱交換器２２で熱媒体
から熱を放出させて、室外側熱交換器２２で除霜を実行可能な除霜用接続状態が得られる
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こととなる。
【０１６７】
次に、本実施形態に係るヒートポンプシステムの作動状態について説明する。
まず、ヒートポンプシステムを作動させて、室内空間に対し冷房を行う状態について説
明する。
冷房を行うにあたっては、熱源を室外の空気熱のみ、又は、空気熱と地中熱の両方、と
する状態を、室内や室外、地中の状況等に応じて切り換えることができる。
【０１６８】
例えば、熱媒体の温度が室外空気温度より低い状況では、主に熱源として室外の空気熱
と地中熱を用いる状態として冷房運転を実行する一方、熱媒体の温度が室外空気温度に近
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い値となり、地中の温度が過度に上がるなど地中に過大な熱負荷が加わっていることが予
想される場合には、熱源を室外の空気熱のみとする運転状態に移行し、地中熱熱交換器２
６と熱交換用媒体を通じた地中への熱の放出を停止して、地中温度の回復を図るようにす
るのが好ましい。
【０１６９】
（熱源が空気熱のみの場合）
室内空間に対し冷房を行う際に、熱源として室外の空気熱のみを用いる場合、すなわち
、室外側の凝縮器として室外側熱交換器２２のみを用いる場合には、図９に示すように、
熱交換器切換用弁の弁６７、６５を開とし、弁６６、６８を閉として、室外側熱交換器２
２が膨張弁２４や各弁を通じて室内側熱交換器２１に連通する状態としておく。また、バ
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イパス切換用弁の弁７６を閉、弁７７を開とし、流路切換用弁２５は第一の流路接続状態
として、室内側熱交換器２１と圧縮機２３入口とを連通させ、室外側熱交換器２２と圧縮
機２３出口とを連通させる状態とする。
【０１７０】
システムを作動させると、室内側熱交換器２１が、蒸発器として、ファン（図示を省略
）で送風されて導入される室内空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室内側熱交換
器２１での熱交換で加熱され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室内側熱
交換器２１外へ出て、バイパス切換用弁７７、熱媒体流路ｊ、流路切換用弁２５、熱媒体
流路ｇを経て圧縮機２３に向う。一方、室内側熱交換器２１での熱交換で室内空気は冷却
され、温度を下げた状態で室内空間に放出され、室内温度を所望の温度まで低下させる（
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室内空間を冷却する）。
【０１７１】
室内側熱交換器２１を出て圧縮機２３に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機２３に
より加圧され、圧力及び温度を増大させた状態となる。そして、圧縮機２３を出た気相の
熱媒体は、熱媒体流路ｉ、流路切換用弁２５、熱媒体流路ｈを経て室外側熱交換器２２に
導入される。
【０１７２】
室外側熱交換器２２は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体は凝
縮して液相に変化することとなる。一方、室外側熱交換器２２での熱交換で室外空気は加
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熱され、温度を上げた状態で外気中に排出される。
【０１７３】
室外側熱交換器２２で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室外側熱交換器２２外に排出
され、膨張弁２４に達する。この膨張弁２４で、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減さ
せた状態となった上で、さらに室内側熱交換器２１へ向かおうとするが、地中熱熱交換器
２６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６７、６５が開、弁６６、６８が閉となることで
、膨張弁２４を出た熱媒体は弁６７、６５を通過して、地中熱熱交換器２６に流通するこ
となく、室内側熱交換器２１へ向け進むこととなる。
この後、熱媒体は室内側熱交換器２１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器２１での熱
交換以降の各過程を繰返して、冷房を継続実行することとなる。
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【０１７４】
（熱源が空気熱と地中熱の場合）
室内空間に対し冷房を行う際に、熱源として室外の空気熱と地中熱を用いる場合、すな
わち、室外側の凝縮器として室外側熱交換器２２と地中熱熱交換器２６を共に用いる場合
には、図１０に示すように、熱交換器切換用弁の弁６５、６６、６８を開とし、弁６７を
閉として、室外側熱交換器２２と膨張弁２４が地中熱熱交換器２６を通じて室内側熱交換
器２１に連通する状態に切り換える。
【０１７５】
システムを作動させると、室内側熱交換器２１が、蒸発器として、ファン（図示を省略
）で送風されて導入される室内空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室内側熱交換

40

器２１での熱交換で加熱され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室内側熱
交換器２１外へ出て、バイパス切換用弁７７、熱媒体流路ｊ、流路切換用弁２５、熱媒体
流路ｇを経て圧縮機２３に向う。一方、室内側熱交換器２１での熱交換で室内空気は冷却
され、温度を下げた状態で室内空間に放出され、室内温度を所望の温度まで低下させる（
室内空間を冷却する）。
【０１７６】
室内側熱交換器２１を出て圧縮機２３に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機２３に
より加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度を増大させた状態となる。そ
して、圧縮機２３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｉ、流路切換用弁２５、熱媒体流路
ｈを経て室外側熱交換器２２に導入される。
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【０１７７】
室外側熱交換器２２は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体はそ
の温度を低下させ、一部は凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器２２での熱交
換で室外空気は加熱され、温度を上げた状態で外気中に排出される。
【０１７８】
室外側熱交換器２２で温度を低下させた熱媒体は、室外側熱交換器２２外に排出され、
膨張弁２４に達する。この膨張弁２４で、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状
態となった上で、膨張弁２４を出るが、地中熱熱交換器２６近傍の熱交換器切換用弁のう
ち、弁６５、６６、６８が開、弁６７が閉となることで、膨張弁２４を出た熱媒体は、熱

10

媒体流路ｌ及び弁６８を通過して地中熱熱交換器２６に流通することとなる。
【０１７９】
地中熱熱交換器２６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入された熱交換用媒体
と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化す
ることとなる。一方、地中熱熱交換器２６での熱交換で熱交換用媒体は加熱され、温度を
上げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中熱交換部５０で
地中に熱を放出して温度を下げた上で、あらためて地中熱熱交換器２６に還流する。こう
した熱交換用媒体の地中熱熱交換器２６と地中熱交換部５０との間での循環は、地中熱熱
交換器２６における熱交換が継続される間、繰り返されることとなる。
【０１８０】

20

地中熱熱交換器２６で凝縮して得られた液相の熱媒体は、地中熱熱交換器２６を出た後
、補助膨張弁２８で圧力及び温度をさらに低減させた後、熱媒体流路ｋ、弁６６、６５を
通過して室内側熱交換器２１へ向け進むこととなる。
この後、熱媒体は室内側熱交換器２１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器２１での熱
交換以降の各過程を繰返して、冷房を継続実行することとなる。
【０１８１】
なお、上記のような冷房時の熱源に地中熱を用いる場合に対応して、夜間や室内に人が
いない間など、冷房運転を要しない時間帯に、地中から熱を奪うと共にその熱を室外空気
に放出するサイクルとして運転を実行し、冷房運転に伴う熱放出で上昇した地中温度の回
復や地中への冷熱の蓄熱を積極的に図るようにすることもできる。

30

【０１８２】
この地中温度の回復等のための運転を行うためには、バイパス切換用弁の弁７６を開、
弁７７を閉として、バイパス流路２７が熱媒体流路ｊに連通し、バイパス流路２７を出た
熱媒体が流路切換用弁２５に流通する状態に切り換えると共に、熱交換器切換用弁の弁６
６、６８を開、弁６５、６７を閉として、バイパス流路２７が地中熱熱交換器２６を通じ
て膨張弁２４及び室外側熱交換器２２に連通する状態に切り換える。流路切換用弁２５は
第一の流路接続状態として、熱媒体流路ｇと熱媒体流路ｊを連通させ、熱媒体流路ｈと熱
媒体流路ｉを連通させることで、バイパス流路２７と圧縮機２３入口とを連通させると共
に、室外側熱交換器２２と圧縮機２３出口とを連通させる状態とする（図１３参照）。
【０１８３】

40

運転を実行すると、地中熱熱交換器２６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入
された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体は昇
温し、蒸発して気相に変化する。一方、地中熱熱交換器２６での熱交換で熱交換用媒体は
冷却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地
中熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地中熱熱交換器２
６に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器２６と地中熱交換部５０との間で
の循環は、運転継続の間繰り返され、熱交換用媒体が地中から熱を吸収することで、地中
の温度を低下させることができる。
【０１８４】
地中熱熱交換器２６で蒸発して得られた気相の熱媒体は、地中熱熱交換器２６を出た後
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、熱媒体流路ｋ、補助膨張弁２８、及び弁６６を通過してバイパス流路２７に流通する。
一方、バイパス流路２７の他端は、流路切換用弁２５と連通していることから、開状態
とされた弁７６を経てバイパス流路２７を通った気相の熱媒体は、流路切換用弁２５を経
て圧縮機２３に向かう。
【０１８５】
圧縮機２３に達した高温気相の熱媒体は、圧縮機２３により加圧され、圧力及び温度を
増大させた状態となる。そして、圧縮機２３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｉ、流路
切換用弁２５、熱媒体流路ｈを経て室外側熱交換器２２に導入される。
【０１８６】
室外側熱交換器２２では、ファン（図示を省略）で送風されて導入された室外空気と、

10

気相の熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体はその温度を低下させ
、凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器２２での熱交換で室外空気は加熱され
、温度を上げた状態で外気中に排出される。
【０１８７】
室外側熱交換器２２で凝縮した熱媒体は、室外側熱交換器２２外に排出され、膨張弁２
４に達する。この膨張弁２４で、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状態となっ
た上で、膨張弁２４を出るが、地中熱熱交換器２６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６
６、６８が開、弁６５、６７が閉となることで、膨張弁２４を出た熱媒体は、熱媒体流路
ｌ及び弁６８を通過して、地中熱熱交換器２６へ向け進むこととなる。
【０１８８】

20

この後、熱媒体は地中熱熱交換器２６内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器２６での熱
交換以降の各過程を繰返すこととなる。
地中温度が適切な温度まで低下したり、室内空間に冷房を行う時間帯に至った場合には
、この地中温度の回復等に係る運転を停止し、必要に応じて冷房運転に移行する。
【０１８９】
続いて、ヒートポンプシステムを作動させて、室内空間に対し暖房を行う状態について
説明する。
暖房を行う場合も、冷房の場合と同様、熱源を室外の空気熱のみ、又は、空気熱と地中
熱の両方、とする状態を、室内や室外、地中の状況等に応じて切り換えることができる。
【０１９０】
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例えば、熱媒体の温度が室外空気温度より高い状況では、主に熱源として室外の空気熱
と地中熱を用いる状態として暖房運転を実行する一方、熱媒体の温度が室外空気温度に近
い値となり、地中の温度が過度に下がるなど地中に過大な熱負荷が加わっていることが予
想される場合には、熱源を室外の空気熱のみとする運転状態に移行し、地中熱熱交換器２
６と熱交換用媒体を通じた地中からの吸熱を停止して、地中温度の回復を図るようにする
のが好ましい。
【０１９１】
（熱源が空気熱のみの場合）
室内空間に対し暖房を行う際に、熱源として室外の空気熱のみを用いる場合、すなわち
、室外側の蒸発器として室外側熱交換器２２のみを用いる場合には、図１１に示すように

40

、熱交換器切換用弁の弁６５、６７を開とし、弁６６、６８を閉として、室外側熱交換器
２２及び膨張弁２４が各弁を通じて室内側熱交換器２１に連通する状態としておく。また
、バイパス切換用弁の弁７６を閉、弁７７を開とし、流路切換用弁２５は第二の流路接続
状態として、熱媒体流路ｇと熱媒体流路ｈを連通させ、熱媒体流路ｉと熱媒体流路ｊを連
通させることで、室内側熱交換器２１と圧縮機２３出口とを連通させると共に、室外側熱
交換器２２と圧縮機２３入口とを連通させる状態とする。
【０１９２】
システムを作動させると、室内側熱交換器２１は、凝縮器として、ファン（図示を省略
）で送風されて導入される室内空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷
却された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化することとなる。一方、室内側熱交換器２１
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での熱交換で室内空気は加熱され、温度を上げた状態で室内空間に放出され、室内温度を
所望の温度まで上昇させる（室内空間を暖める）。
【０１９３】
室内側熱交換器２１で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室内側熱交換器２１の外に排
出されるが、地中熱熱交換器２６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６５、６７が開、弁
６６、６８が閉となることで、室内側熱交換器２１を出た熱媒体は弁６５、６７を通過し
て、地中熱熱交換器２６に流通することなく、膨張弁２４に達する。
【０１９４】
膨張弁２４で液相の熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状態となる。この膨張
弁２４で圧力や温度を低下させた液相の熱媒体は、膨張弁２４の外に排出され、室外側熱

10

交換器２２に達する。
【０１９５】
室外側熱交換器２２は、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入される
室外空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室外側熱交換器２２での熱交換で加熱さ
れ、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室外側熱交換器２２外へ出て、熱媒
体流路ｈを経て流路切換用弁２５に達し、さらに流路切換用弁２５から熱媒体流路ｇを経
て圧縮機２３に向う。一方、室外側熱交換器２２での熱交換で室外空気は冷却され、温度
を下げた状態で外気中に排出される。
【０１９６】
室外側熱交換器２２を出て圧縮機２３に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機２３に

20

より加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度を増大させた状態となる。そ
して、圧縮機２３を出た気相の熱媒体は、流路切換用弁１５、バイパス切換用弁７７を経
て、室内側熱交換器２１へ向け進むこととなる。
この後、熱媒体は室内側熱交換器２１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器２１での熱
交換以降の各過程を繰返して、暖房を継続実行することとなる。
【０１９７】
（熱源が空気熱と地中熱の場合）
室内空間に対し暖房を行う際に、熱源として室外の空気熱と地中熱を用いる場合、すな
わち、室外側の蒸発器として室外側熱交換器２２と地中熱熱交換器２６を共に用いる場合
には、図１２に示すように、熱交換器切換用弁の弁６５、６６、６８を開とし、弁６７を
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閉として、室外側熱交換器２２と膨張弁２４が地中熱熱交換器２６を通じて室内側熱交換
器２１に連通する状態に切り換える。
【０１９８】
システムを作動させると、室内側熱交換器２１は、凝縮器として、ファン（図示を省略
）で送風されて導入される室内空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷
却された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化することとなる。一方、室内側熱交換器２１
での熱交換で室内空気は加熱され、温度を上げた状態で室内空間に放出され、室内温度を
所望の温度まで上昇させる（室内空間を暖める）。
【０１９９】
室内側熱交換器２１で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室内側熱交換器２１の外に排
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出されるが、地中熱熱交換器２６近傍の熱交換器切換用弁のうち、弁６５、６６、６８が
開、弁６７が閉となることで、室内側熱交換器２１を出た熱媒体は弁６５、６６、補助膨
張弁２８、及び熱媒体流路ｋを通過して地中熱熱交換器２６に流通することとなる。
【０２００】
地中熱熱交換器２６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入された熱交換用媒体
と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体は昇温し、一部は蒸発し
て気相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器２６での熱交換で熱交換用媒体は冷
却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中
熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地中熱熱交換器２６
に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器２６と地中熱交換部５０との間での
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循環は、地中熱熱交換器２６における熱交換が継続される間、繰り返されることとなる。
【０２０１】
地中熱熱交換器２６で昇温した熱媒体は、地中熱熱交換器２６を出た後、熱媒体流路ｌ
、弁６８を通過して膨張弁２４に達する。
膨張弁２４で熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低下させた状態となる。そして、この膨
張弁２４で圧力や温度を低下させた熱媒体は、膨張弁２４の外に排出され、室外側熱交換
器２２に達する。
【０２０２】
室外側熱交換器２２は、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入される
室外空気と熱媒体とを熱交換させる。この室外側熱交換器２２での熱交換で加熱され、昇
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温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室外側熱交換器２２外へ出て、熱媒体流路
ｈを経て流路切換用弁２５に達し、さらに流路切換用弁２５から熱媒体流路ｇを経て圧縮
機２３に向う。一方、室外側熱交換器２２での熱交換で室外空気は冷却され、温度を下げ
た状態で外気中に排出される。
【０２０３】
室外側熱交換器２２を出て圧縮機２３に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機２３に
より加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度を増大させた状態となる。そ
して、圧縮機２３を出た気相の熱媒体は、流路切換用弁２５、バイパス切換用弁７７を経
て、室内側熱交換器２１へ向け進むこととなる。
この後、熱媒体は室内側熱交換器２１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器２１での熱

20

交換以降の各過程を繰返して、暖房を継続実行することとなる。
【０２０４】
（熱源を地中熱として除霜を行う場合）
こうした暖房運転時において、室外の温度が低い場合、室外側熱交換器２２の空気と熱
交換する外面部分に着霜が生じることがある。こうした着霜時に対応する除霜運転状態に
ついて説明する。
【０２０５】
暖房時に着霜を検出し、除霜を行う場合には、いったん暖房運転を停止し、除霜運転状
態に移行する。除霜を行うためには、図１３に示すように、バイパス切換用弁の弁７６を
開、弁７７を閉として、バイパス流路２７が熱媒体流路ｇに連通し、バイパス流路２７を

30

出た熱媒体が圧縮機２３に流通する状態に切り換えると共に、熱交換器切換用弁の弁６６
、６８を開、弁６５、６７を閉として、バイパス流路２７が地中熱熱交換器２６を通じて
膨張弁２４及び室外側熱交換器２２に連通する状態に切り換える。流路切換用弁２５は第
一の流路接続状態として、熱媒体流路ｇと熱媒体流路ｊを連通させ、熱媒体流路ｈと熱媒
体流路ｉを連通させることで、室内側熱交換器２１と圧縮機２３入口とを連通させると共
に、室外側熱交換器２２と圧縮機２３出口とを連通させる状態とする。
【０２０６】
除霜運転を実行すると、地中熱熱交換器２６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて
導入された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体
は昇温し、蒸発して気相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器２６での熱交換で

40

熱交換用媒体は冷却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交
換用媒体は、地中熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地
中熱熱交換器２６に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器２６と地中熱交換
部５０との間での循環は、地中熱熱交換器２６における熱交換が継続される間、繰り返さ
れる。
【０２０７】
地中熱熱交換器２６で蒸発して得られた気相の熱媒体は、地中熱熱交換器２６を出た後
、熱媒体流路ｋ、補助膨張弁２８、及び弁６６を通過してバイパス流路２７に流通する。
一方、バイパス流路２７の他端は、流路切換用弁２５と連通していることから、開状態
とされた弁７６を経てバイパス流路２７を通った気相の熱媒体は、流路切換用弁２５を経
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て圧縮機２３に向かう。
【０２０８】
圧縮機２３に達した高温気相の熱媒体は、圧縮機２３により加圧され、圧力及び温度を
増大させた状態となる。そして、圧縮機２３を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｉ、流路
切換用弁２５、熱媒体流路ｈを経て室外側熱交換器２２に導入される。
【０２０９】
室外側熱交換器２２は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体はそ
の温度を低下させ、凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器２２での熱交換で室
外空気は加熱され、温度を上げた状態で室外側熱交換器を出ようとすることから、室外側

10

熱交換器２２表面の着霜部分は、この温度を上昇させた空気と接触して温められる。こう
して温められる着霜部分では、最終的に霜が溶けて除霜状態となる。着霜部分を温めた後
の空気は、外気中に排出される。
【０２１０】
室外側熱交換器２２で温度を低下させた熱媒体は、室外側熱交換器２２外に排出され、
膨張弁２４に達する。この膨張弁２４で、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状
態となった上で、膨張弁２４を出るが、地中熱熱交換器２６近傍の熱交換器切換用弁のう
ち、弁６６、６８が開、弁６５、６７が閉となることで、膨張弁２４を出た熱媒体は、熱
媒体流路ｌ及び弁６８を通過して、地中熱熱交換器２６へ向け進むこととなる。
【０２１１】

20

この後、熱媒体は地中熱熱交換器２６内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器２６での熱
交換以降の各過程を繰返して、除霜を継続実行することとなる。
室外側熱交換器２２における全ての着霜箇所で霜が溶け、除霜が完了したら、除霜運転
状態から暖房運転状態に復帰することができる。
【０２１２】
なお、上記のような暖房時の熱源に地中熱を用いる場合に対応して、夜間や室内に人が
いない間など、暖房運転を要しない時間帯に、室外空気から熱を吸収すると共に、その熱
を地中に放出するサイクルとして運転を実行し、暖房運転に伴う吸熱で低下した地中温度
の回復や地中への蓄熱を積極的に図るようにすることもできる。
【０２１３】

30

この地中温度の回復等のための運転を行うためには、図１４に示すように、バイパス切
換用弁の弁７６を開、弁７７を閉として、バイパス流路２７が熱媒体流路ｊに連通し、バ
イパス流路２７と流路切換用弁２５との間で熱媒体が流通する状態に切り換えると共に、
熱交換器切換用弁の弁６６、６８を開、弁６５、６７を閉として、バイパス流路２７が地
中熱熱交換器２６を通じて膨張弁２４及び室外側熱交換器２２に連通する状態に切り換え
る。流路切換用弁２５は第二の流路接続状態として、熱媒体流路ｇと熱媒体流路ｈを連通
させ、熱媒体流路ｉと熱媒体流路ｊを連通させることで、バイパス流路２７と圧縮機２３
出口とを連通させると共に、室外側熱交換器２２と圧縮機２３入口とを連通させる状態と
する。
【０２１４】

40

運転を実行すると、地中熱熱交換器２６では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入
された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体は温
度を低下させ、一部は凝縮して液相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器２６で
の熱交換で熱交換用媒体は加熱され、温度を上げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そ
して、熱交換用媒体は、地中熱交換部５０で地中に熱を放出して温度を下げた上で、あら
ためて地中熱熱交換器２６に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器２６と地
中熱交換部５０との間での循環は、運転継続の間繰り返され、熱交換用媒体が地中に熱を
放出することで、地中の温度を上昇させることができる。
【０２１５】
地中熱熱交換器２６で温度を低下させた熱媒体は、地中熱熱交換器２６を出た後、熱媒
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体流路ｌ、弁６８を通過して膨張弁２４に達する。熱媒体はこの膨張弁２４で膨張し、圧
力及び温度を低減させた状態となった上で、膨張弁２４を出て、室外側熱交換器２２に達
する。室外側熱交換器２２は、ファン（図示を省略）で送風されて導入される室外空気と
熱媒体とを熱交換させる。この室外側熱交換器２２での熱交換で加熱され、昇温に伴い蒸
発して気相となった熱媒体は、この室外側熱交換器２２外へ出て、熱媒体流路ｈ、ｇを経
て圧縮機２３に向う。一方、室外側熱交換器２２での熱交換で室外空気は冷却され、温度
を下げた状態で外気中に排出される。
【０２１６】
室外側熱交換器２２を出て圧縮機２３に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機２３に
より加圧され、圧力及び温度を増大させた状態となる。そして、圧縮機２３を出た気相の

10

熱媒体は、流路切換用弁２５を経てバイパス流路２７に至り、さらに弁６６、補助膨張弁
２８、及び熱媒体流路ｋを通過して地中熱熱交換器２６へ向け進むこととなる。
【０２１７】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器２６内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器２６での熱
交換以降の各過程を繰返すこととなる。
地中温度が適切な温度まで上昇したり、室内空間に暖房を行う時間帯に至った場合には
、この地中温度の回復等に係る運転を停止し、必要に応じて暖房運転に移行する。
【０２１８】
このように、本実施形態に係るヒートポンプシステムにおいては、室内に配設される室
内側熱交換器２１と、室外に配設される室外側熱交換器２２、圧縮機２３、膨張弁２４、

20

及び流路切換用弁２５との間の熱媒体流路で、且つ室外にあらわれた箇所に対し、地中熱
熱交換器２６やバイパス流路２７を各切換用弁を介して連通状態を切換可能として接続す
ることから、システムの室内機部分と室外機部分の間に地中熱熱交換器２６を利用するた
めの熱媒体回路を無理なく適切に組み込んで、地中熱熱交換器２６に熱媒体を流通させて
地中熱を熱源として利用できる状態が、既存の室内機部分と室外機部分の構成を変えるこ
となく得られることとなり、地中熱を利用可能とする構成部分を低コストで設置可能とな
り、地中熱を利用するシステムをより容易に導入できる。
【０２１９】
また、地中熱熱交換器２６に対し流路切換用弁２５を通じて圧縮機２３入口側を連通可
能とするバイパス流路２７を設け、熱媒体が室内側熱交換器２１を通らずにバイパス流路

30

２７を通って圧縮機２３、室外側熱交換器２２、及び地中熱熱交換器２６を循環する状態
を生じさせるようにすることで、室外側熱交換器２２の着霜時に対応して、地中熱熱交換
器２６で取り入れた地中熱を室外側熱交換器２２に導入し、室外側熱交換器２２での放熱
による除霜を可能としたり、室外側熱交換器２２で室外空気から熱を吸収し、その熱を地
中熱熱交換器２６を通じて地中に放出するようにして、低下した地中温度の回復や地中へ
の蓄熱を図ったり、地中から吸熱して取り出した熱を地中熱熱交換器２６を通じて室外側
熱交換器２２に伝え、その熱を室外空気に放出するようにして、上昇した地中温度の回復
や地中への冷熱の蓄熱を図ることができ、地中熱を適切に利用可能として、冷暖房の効率
を向上させられる。
【０２２０】

40

（本発明の第３の実施形態）
本発明の第３の実施形態を図１５ないし図１８に基づいて説明する。本実施形態におい
ては、複数の室内機を備えるいわゆるマルチエアコンタイプの空気調和機に適用した例に
ついて説明する。
【０２２１】
前記各図において本実施形態に係るヒートポンプシステム３は、前記第１の実施形態同
様、室内側熱交換器３１、３２と、室外側熱交換器３３と、圧縮機３４と、膨張弁３５ａ
、３５ｂ、３５ｃ、３５ｄと、流路切換用弁３６、３７と、地中熱熱交換器３８と、熱交
換器切換用弁８１、８２とを備える一方、異なる点として、室内側熱交換器３１、３２が
複数配設され、前記各室内側熱交換器３１、３２、室外側熱交換器３３、及び地中熱熱交
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換器３８における一方の熱媒体流入出口に、それぞれ膨張弁３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、３
５ｄが接続されると共に、これら膨張弁３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、３５ｄが共通の熱媒体
流路に接続され、各室内側熱交換器３１、３２における他方の熱媒体流入出口を、圧縮機
３４の入口側と出口側にそれぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とする
冷暖切換用弁９１、９２、９３、９４がそれぞれ配設され、前記流路切換用弁３６、３７
が、室外側熱交換器３３における他方の熱媒体流入出口を、圧縮機３４の入口側と出口側
にそれぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とするものとされ、前記熱交
換器切換用弁８１、８２が、地中熱熱交換器３８における他方の熱媒体流入出口を、圧縮
機３４の入口側と出口側にそれぞれ連通させる状態と連通させない状態とを切換可能とす
るものとされる構成を有するものである。

10

【０２２２】
なお、前記室内側熱交換器３１、３２、室外側熱交換器３３、圧縮機３４、膨張弁３５
ａ、３５ｂ、３５ｃ、３５ｄ、及び地中熱熱交換器３８の各構成そのものについては、前
記第１の実施形態と同様のものであり、詳細な説明を省略する。
【０２２３】
前記室内側熱交換器３１は、一方の熱媒体流入出口を膨張弁３５ａと接続されて、膨張
弁３５ａを介して共通熱媒体流路ｍに連通し、他方の熱媒体流入出口を冷暖切換用弁９１
、９２と接続されるものである。そして、室内側熱交換器３１の他方の熱媒体流入出口は
、冷暖切換用弁９１を介して圧縮機３４出口側と連通可能とされ、冷暖切換用弁９２を介
して圧縮機３４入口側と連通可能とされる。

20

【０２２４】
冷暖切換用弁９１、９２は、弁９１を閉、弁９２を開として、室内側熱交換器３１を出
た熱媒体が圧縮機３４に向かうようにする冷房用接続状態と、弁９１を開、弁９２を閉と
して、圧縮機３４を出た熱媒体が室内側熱交換器３１に向かうようにする暖房用接続状態
とを切換可能としている。室内側熱交換器３１を冷房、暖房のいずれにも使用しない場合
は、冷暖切換用弁９１、９２をいずれも閉とし、室内側熱交換器３１に熱媒体を流入させ
ない状態として、熱媒体の熱損失を抑えることもできる。
【０２２５】
前記室内側熱交換器３２は、一方の熱媒体流入出口を膨張弁３５ｂと接続されて、膨張
弁３５ｂを介して共通熱媒体流路ｍに連通し、他方の熱媒体流入出口を冷暖切換用弁９３

30

、９４と接続されるものである。そして、室内側熱交換器３２の他方の熱媒体流入出口は
、冷暖切換用弁９３を介して圧縮機３４出口側と連通可能とされ、冷暖切換用弁９４を介
して圧縮機３４入口側と連通可能とされる。
【０２２６】
冷暖切換用弁９３、９４は、弁９３を閉、弁９４を開として、室内側熱交換器３２を出
た熱媒体が圧縮機３４に向かうようにする冷房用接続状態と、弁９３を開、弁９４を閉と
して、圧縮機３４を出た熱媒体が室内側熱交換器３２に向かうようにする暖房用接続状態
とを切換可能としている。室内側熱交換器３２を冷房、暖房のいずれにも使用しない場合
は、冷暖切換用弁９３、９４をいずれも閉とし、室内側熱交換器３２に熱媒体を流入させ
ない状態として、熱媒体の熱損失を抑えることもできる。
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【０２２７】
前記室外側熱交換器３３は、一方の熱媒体流入出口を膨張弁３５ｃと接続されて、膨張
弁３５ｂを介して共通熱媒体流路ｍに連通し、他方の熱媒体流入出口を流路切換用弁３６
、３７と接続されるものである。そして、室外側熱交換器３３の他方の熱媒体流入出口は
、流路切換用弁３６を介して圧縮機３４出口側と連通可能とされ、流路切換用弁３７を介
して圧縮機３４入口側と連通可能とされる。
【０２２８】
流路切換用弁３６、３７は、弁３６を開、弁３７を閉として、室外側熱交換器３３の他
方の熱媒体流入出口を圧縮機３４出口と連通させる第一の流路接続状態と、弁３６を閉、
弁３７を開として、室外側熱交換器３３の他方の熱媒体流入出口を圧縮機３４入口と連通
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させる第二の流路接続状態と、弁３６、３７をいずれも閉として、室外側熱交換器３３を
圧縮機３４に連通させず、室外側熱交換器３３に熱媒体を流通させない第三の流路接続状
態とを、切換可能としている。
【０２２９】
室外側熱交換器３３は、室内側熱交換器３１、３２の一方を冷房運転、他方を暖房運転
とする際に冷房負荷が暖房負荷より大きくなる場合や、室内側熱交換器３１、３２をいず
れも冷房運転状態とする場合には、冷房負荷に対応して、流路切換用弁３６、３７を第一
の流路接続状態として、凝縮器として作動する（図１６参照）。また、室内側熱交換器３
１、３２の一方を冷房運転、他方を暖房運転とする際に暖房負荷が冷房負荷より大きくな
る場合や、室内側熱交換器３１、３２をいずれも暖房運転状態とする場合には、暖房負荷

10

に対応して、流路切換用弁３６、３７を第二の流路接続状態として、蒸発器として作動す
ることとなる（図１５参照）。
【０２３０】
この他、室内側熱交換器３１、３２の冷房又は暖房負荷に対し、地中熱熱交換器３８に
おける熱媒体の熱交換で全て対応して、室外側熱交換器３３を熱媒体の凝縮器又は蒸発器
として作動させない場合には、流路切換用弁３６、３７を第三の流路接続状態として、室
外側熱交換器３３に熱媒体を流通させないようにすることもできる。
【０２３１】
前記地中熱熱交換器３８は、一方の熱媒体流入出口を膨張弁３５ｄと接続されて、膨張
弁３５ｄを介して共通熱媒体流路ｍに連通し、他方の熱媒体流入出口を熱交換器切換用弁

20

８１、８２と接続されるものである。そして、地中熱熱交換器３８の他方の熱媒体流入出
口は、熱交換器切換用弁８１を介して圧縮機３４出口側と連通可能とされ、熱交換器切換
用弁８２を介して圧縮機３４入口側と連通可能とされる。
【０２３２】
熱交換器切換用弁８１、８２は、弁８１を開、弁８２を閉として、圧縮機３４を出た熱
媒体が地中熱熱交換器３８に向かう第四の流路接続状態と、弁８１を閉、弁８２を開とし
て、地中熱熱交換器３８を出た熱媒体が圧縮機３４に向かう第五の流路接続状態と、弁８
１、８２をいずれも閉として、地中熱熱交換器３８を圧縮機３４に連通させず、地中熱熱
交換器３８に熱媒体を流通させない第六の流路接続状態とを、切換可能としている。
【０２３３】
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地中熱熱交換器３８は、室外側熱交換器３３に対し流路切換用弁３６、３７が第一の流
路接続状態とされて、室外側熱交換器３３が凝縮器として作動する場合には、熱交換器切
換用弁８１、８２を第四の流路接続状態として、凝縮器として作動する（図１６参照）。
また、室外側熱交換器３３に対し流路切換用弁３６、３７が第二の流路接続状態とされて
、室外側熱交換器３３が蒸発器として作動する場合には、熱交換器切換用弁８１、８２を
第五の流路接続状態として、蒸発器として作動することとなる。
【０２３４】
この他、室内側熱交換器３１、３２の冷房又は暖房負荷に対し、室外側熱交換器３３に
おける熱媒体の熱交換で全て対応して、地中熱熱交換器３８を熱媒体の凝縮器又は蒸発器
として作動させない場合には、熱交換器切換用弁８１、８２を第六の流路接続状態として
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、地中熱熱交換器３８に熱媒体を流通させないようにすることもできる（図１５参照）。
【０２３５】
さらに、冷暖切換用弁９１、９２、９３、９４をいずれも閉とし、室内側熱交換器３１
、３２に熱媒体を流入させない状態とすると共に、室外側熱交換器３３に対し、流路切換
用弁３６、３７を第一の流路接続状態として、室外側熱交換器３３が凝縮器として作動す
るようにし、合わせて、熱交換器切換用弁８１、８２を第五の流路接続状態として、地中
熱熱交換器３８を蒸発器として作動させるようにする流路接続状態（図１７参照）も選択
できる。
【０２３６】
この状態では、熱媒体が圧縮機３４から第一の流路接続状態として開とされた流路切換
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用弁３６を経て室外側熱交換器３３に流入し、室外側熱交換器３３から膨張弁３５ｃ、共
通熱媒体流路ｍ、膨張弁３５ｄを経て地中熱熱交換器３８に向かい、地中熱熱交換器３８
を出た熱媒体が熱交換器切換用弁８２を通って圧縮機２３に還流する循環経路を生じさせ
る状態、すなわち、地中熱熱交換器３８で地中熱により熱媒体を昇温させ、圧縮機３４で
熱媒体を高圧にした上で、室外側熱交換器３３で熱媒体から熱を放出させて、室外側熱交
換器３３で除霜を実行可能な除霜用接続状態が得られることとなる。
【０２３７】
これら室内側熱交換器３１、３２、室外側熱交換器３３、及び地中熱熱交換器３８にお
ける一方の熱媒体流入出口には、それぞれ膨張弁３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、３５ｄが接続
され、各膨張弁３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、３５ｄはいずれも共通熱媒体流路ｍに接続され

10

る。このため、室内側熱交換器３１、３２、室外側熱交換器３３、及び地中熱熱交換器３
８は膨張弁を介して連通する状態となっており、各熱交換器間で熱媒体を流通可能である
。
【０２３８】
次に、本実施形態に係るヒートポンプシステムの作動状態について説明する。
まず、ヒートポンプシステムを作動させて、室内空間に対し冷房及び暖房を行う状態に
ついて説明する。
【０２３９】
冷房や暖房を行うにあたっては、熱源を室外の空気熱のみ、地中熱のみ、あるいは、空
気熱と地中熱の両方、とする状態を、室内や室外、地中の状況等に応じて切り換えること
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ができる。
例えば、冷房又は暖房運転の開始時などは、空気調和機の室内機側の負荷が大きくなる
ことから、熱源として室外の空気熱と地中熱の両方を用いるようにするのが好ましい。そ
して、室内温度が所望の温度に達して安定状態に移行し、空気調和機がオンオフ繰り返し
や出力を抑えるような低負荷運転状態となった場合には、熱源として地中熱のみを用いる
状態に切り換えるようにすれば、効率のよい運転状態を継続でき、好ましい。
【０２４０】
この他、熱媒体の温度が室外空気温度から離れた状況では、主に熱源として室外の空気
熱と地中熱を用いる状態として冷房又は暖房運転を実行する一方、熱媒体の温度が室外空
気温度に近い値となり、地中の温度が著しく変化するなど地中に過大な熱負荷が加わって
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いることが予想される場合には、熱源を室外の空気熱のみとする運転状態に移行し、地中
熱熱交換器３８と熱交換用媒体を通じた地中との熱交換を停止して、地中温度の回復を図
るようにするのが好ましい。
【０２４１】
（熱源が空気熱のみの場合）
各室内空間に対し冷房又は暖房を行う際に、熱源として室外の空気熱のみを用いる場合
、すなわち、室外側の凝縮器又は蒸発器として室外側熱交換器３３のみを用いる場合には
、図１５に示すように、熱交換器切換用弁の弁８１、８２をいずれも閉として、地中熱熱
交換器３８に熱媒体が流通しないようにする一方、室外側熱交換器３３が膨張弁３５ｃや
各流路切換用弁３６、３７を通じて室内側熱交換器３１、３２に連通する状態としておく
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。また、流路切換用弁３６、３７を第一の流路接続状態又は第二の流路接続状態として、
室外側熱交換器３３と圧縮機３４出口又は入口とを連通させる状態とする。
【０２４２】
例えば、一方の室内側熱交換器３１を冷房に使用し、他方の室内側熱交換器３２を暖房
に使用し、暖房負荷が冷房負荷を上回る状態の場合、ヒートポンプシステムを作動させる
と、室内側熱交換器３１が、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入され
る室内空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室内側熱交換器３１での熱交換で加熱
され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室内側熱交換器３１の他方の熱媒
体流入出口から出て、冷暖切換用弁９２を経て圧縮機３４に向う。一方、室内側熱交換器
３１での熱交換で室内空気は冷却され、温度を下げた状態で室内空間に放出され、室内温
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度を所望の温度まで低下させる（室内空間を冷却する）。
【０２４３】
また、別の室内空間で、室内側熱交換器３２が、凝縮器として、ファン（図示を省略）
で送風されて導入される室内空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却
された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化することとなる。一方、室内側熱交換器３２で
の熱交換で室内空気は加熱され、温度を上げた状態で室内空間に放出され、室内温度を所
望の温度まで上昇させる（室内空間を暖める）。
【０２４４】
室内側熱交換器３２で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室内側熱交換器３２の一方の
熱媒体流入出口から排出され、膨張弁３５ｂに達する。膨張弁３５ｂで液相の熱媒体は膨

10

張し、圧力及び温度を低減させた状態となる。
【０２４５】
この膨張弁３５ｂで圧力や温度を低下させた液相の熱媒体は、膨張弁３５ｂを出て、共
通熱媒体流路ｍを通り、その一部が膨張弁３５ｃを経て、室外側熱交換器３３の一方の熱
媒体流入出口に達し、他部が膨張弁３５ａを経て、室内側熱交換器３１の一方の熱媒体流
入出口に達する。
【０２４６】
室外側熱交換器３３は、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入される
室外空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室外側熱交換器３３での熱交換で加熱さ
れ、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室外側熱交換器３３外へ出て、流路
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切換用弁３７を経て圧縮機３４に向う。一方、室外側熱交換器３３での熱交換で室外空気
は冷却され、温度を下げた状態で外気中に排出される。
【０２４７】
室内側熱交換器３１や室外側熱交換器３３を出て圧縮機３４に達した高温気相の熱媒体
は、この圧縮機３４により加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度を増大
させた状態となる。そして、圧縮機３４を出た気相の熱媒体は、冷暖切換用弁９３を経て
、室内側熱交換器３２の他方の熱媒体流入出口へ向け進むこととなる。
【０２４８】
この後、熱媒体は室内側熱交換器３２内に戻り、前記同様に室内側熱交換器３２から室
内側熱交換器３１と室外側熱交換器３３にそれぞれ至り、さらに圧縮機３４に達する各過
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程を繰返して、室内側熱交換器３２での暖房と室内側熱交換器３１での冷房を継続実行す
ることとなる。
【０２４９】
（熱源が空気熱と地中熱の場合）
室内空間に対し冷房又は暖房を行う際に、熱源として室外の空気熱と地中熱を用いる場
合、すなわち、室外側の凝縮器又は蒸発器として室外側熱交換器３３と地中熱熱交換器３
８を共に用いる場合には、図１６に示すように、室外側熱交換器３３が膨張弁３５ｃや各
流路切換用弁３６、３７を通じて室内側熱交換器３１、３２に連通可能とされるのと同様
に、地中熱熱交換器３８も、膨張弁３５ｄや各熱交換器切換用弁８１、８２を通じて、室
内側熱交換器３１、３２に連通可能な状態に切り換える。
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【０２５０】
例えば、一方の室内側熱交換器３１を冷房に使用し、他方の室内側熱交換器３２を暖房
に使用し、冷房負荷が暖房負荷を上回る状態の場合、ヒートポンプシステムを作動させる
と、室内側熱交換器３１が、蒸発器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入され
る室内空気と液相の熱媒体とを熱交換させる。この室内側熱交換器３１での熱交換で加熱
され、昇温に伴い蒸発して気相となった熱媒体は、この室内側熱交換器３１の他方の熱媒
体流入出口から出て、冷暖切換用弁９２を経て圧縮機３４に向う。一方、室内側熱交換器
３１での熱交換で室内空気は冷却され、温度を下げた状態で室内空間に放出され、室内温
度を所望の温度まで低下させる（室内空間を冷却する）。
【０２５１】
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また、別の室内空間で、室内側熱交換器３２が、凝縮器として、ファン（図示を省略）
で送風されて導入される室内空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却
された気相の熱媒体は凝縮して液相に変化することとなる。一方、室内側熱交換器３２で
の熱交換で室内空気は加熱され、温度を上げた状態で室内空間に放出され、室内温度を所
望の温度まで上昇させる（室内空間を暖める）。
【０２５２】
室内側熱交換器３２で凝縮して得られた液相の熱媒体は、室内側熱交換器３２の一方の
熱媒体流入出口から排出され、膨張弁３５ｂに達する。膨張弁３５ｂで液相の熱媒体は膨
張し、圧力及び温度を低減させた状態となる。
【０２５３】

10

この膨張弁３５ｂで圧力や温度を低下させた液相の熱媒体は、膨張弁３５ｂを出て、共
通熱媒体流路ｍを通り、膨張弁３５ａを経てさらに圧力や温度を低下させた上で、室内側
熱交換器３１の一方の熱媒体流入出口に達する。
【０２５４】
室内側熱交換器３１を出て圧縮機３４に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機３４に
より加圧される。加圧された気相の熱媒体は、圧力及び温度を増大させた状態となる。そ
して、圧縮機３４を出た気相の熱媒体は、その一部が流路切換用弁３６を経て室外側熱交
換器２２に導入され、別の一部が熱交換器切換用弁８１を経て地中熱熱交換器３８に導入
される。また、熱媒体の残りが、冷暖切換用弁９３を経て、室内側熱交換器３２の他方の
熱媒体流入出口へ向け進むこととなる。

20

【０２５５】
室外側熱交換器３３は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体はそ
の温度を低下させ、一部は凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器３３での熱交
換で室外空気は加熱され、温度を上げた状態で外気中に排出される。
【０２５６】
室外側熱交換器３３で温度を低下させた熱媒体は、室外側熱交換器３３外に排出され、
膨張弁３５ｃに達する。この膨張弁３５ｃで、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させ
た状態となった上で、膨張弁３５ｃを出て、共通熱媒体流路ｍを通り、膨張弁３５ａを経
てさらに圧力や温度を低下させた上で、室内側熱交換器３１の一方の熱媒体流入出口へ向
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け進むこととなる。
【０２５７】
この他、地中熱熱交換器３８でも、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入された熱交
換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体は凝縮して液相
に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器３８での熱交換で熱交換用媒体は加熱され
、温度を上げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地中熱交換
部５０で地中に熱を放出して温度を下げた上で、あらためて地中熱熱交換器３８に還流す
る。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器３８と地中熱交換部５０との間での循環は、
地中熱熱交換器３８における熱交換が継続される間、繰り返される。
【０２５８】
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地中熱熱交換器３８で凝縮して得られた液相の熱媒体は、地中熱熱交換器３８の一方の
熱媒体流入出口から排出され、膨張弁３５ｄに達する。膨張弁３５ｄで液相の熱媒体は膨
張し、圧力及び温度を低減させた状態となる。
【０２５９】
この膨張弁３５ｄで圧力や温度を低下させた液相の熱媒体は、膨張弁３５ｄを出て、共
通熱媒体流路ｍを通り、膨張弁３５ａを経てさらに圧力や温度を低下させた上で、室内側
熱交換器３１の一方の熱媒体流入出口へ向け進むこととなる。
【０２６０】
この後、熱媒体は室内側熱交換器３１内に戻り、前記同様に室内側熱交換器３１から圧
縮機３４に至り、さらに圧縮機３４から室内側熱交換器３２、室外側熱交換器３３、及び
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地中熱熱交換器３８にそれぞれ達する各過程を繰返して、室内側熱交換器３２での暖房と
室内側熱交換器３１での冷房を継続実行することとなる。
【０２６１】
（熱源を地中熱として除霜を行う場合）
室内側熱交換器３１、３２における暖房負荷が高く、室外側熱交換器３３を蒸発器とし
て作動させている場合において、室外の温度が低い場合、室外側熱交換器３３の空気と熱
交換する外面部分に着霜が生じることがある。こうした着霜時に対応する除霜運転状態に
ついて説明する。
【０２６２】
室外側熱交換器３３において着霜を検出し、除霜を行う場合には、いったんヒートポン
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プを停止し、除霜運転状態に移行する。除霜を行うためには、図１７に示すように、冷暖
切換用弁９１、９２、９３、９４をいずれも閉とし、室内側熱交換器３１、３２を熱媒体
が流通しない状態に切り換えると共に、流路切換用弁３６、３７を第一の流路接続状態、
すなわち、弁３６を開、弁３７を閉として、室外側熱交換器３３の他方の熱媒体流入出口
を圧縮機３４出口と連通させる状態に切り換え、室外側熱交換器３３が凝縮器として作動
するようにする。さらに、熱交換器切換用弁８１、８２を第五の流路接続状態、すなわち
、弁８１を閉、弁８２を開として、地中熱熱交換器３８の他方の熱媒体流入出口を圧縮機
３４入口と連通させる状態に切り換え、地中熱熱交換器３８が蒸発器として作動するよう
にする。
【０２６３】
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除霜運転を実行すると、地中熱熱交換器３８では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて
導入された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体
は昇温し、蒸発して気相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器３８での熱交換で
熱交換用媒体は冷却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交
換用媒体は、地中熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地
中熱熱交換器３８に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器３８と地中熱交換
部５０との間での循環は、地中熱熱交換器３８における熱交換が継続される間、繰り返さ
れる。
【０２６４】
地中熱熱交換器３８で蒸発して得られた気相の熱媒体は、地中熱熱交換器３８を出た後
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、熱交換器切換用弁８２、及び熱媒体流路ｎを経て圧縮機３４に向かう。
圧縮機３４に達した高温気相の熱媒体は、圧縮機３４により加圧され、圧力及び温度を
増大させた状態となる。そして、圧縮機３４を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｏ、流路
切換用弁３６を経て室外側熱交換器３３に導入される。
【０２６５】
室外側熱交換器３３は、凝縮器として、ファン（図示を省略）で送風されて導入された
室外空気と、気相の熱媒体とを熱交換させる。この熱交換で冷却された気相の熱媒体はそ
の温度を低下させ、凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器３３での熱交換で室
外空気は加熱され、温度を上げた状態で室外側熱交換器を出ようとすることから、室外側
熱交換器３３表面の着霜部分は、この温度を上昇させた空気と接触して温められる。こう
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して温められる着霜部分では、最終的に霜が溶けて除霜状態となる。着霜部分を温めた後
の空気は、外気中に排出される。
【０２６６】
室外側熱交換器３３で凝縮した熱媒体は、室外側熱交換器３３外に排出され、膨張弁３
５ｃに達する。この膨張弁３５ｃで、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状態と
なる。そして、膨張弁３５ｃを出た熱媒体は、共通熱媒体流路ｍを通り、膨張弁３５ｄを
経てさらに圧力や温度を低下させた上で、地中熱熱交換器３８の一方の熱媒体流入出口へ
向け進むこととなる。
【０２６７】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器３８内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器３８での熱
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交換以降の各過程を繰返して、除霜を継続実行することとなる。
室外側熱交換器３３における全ての着霜箇所で霜が溶け、除霜が完了したら、除霜運転
状態から以前の室外側熱交換器３３を蒸発器として用いる運転状態に復帰することができ
る。
【０２６８】
なお、上記のような熱源に地中熱を用いる場合に対応して、夜間や室内に人がいない間
など、冷房や暖房運転を要しない時間帯に、地中から熱を奪うと共にその熱を室外空気に
放出するサイクルとして運転を実行し、地中熱熱交換器３８を凝縮器として作動させる運
転に伴う熱放出で上昇した地中温度の回復や地中への冷熱の蓄熱を積極的に図るようにす
ることもできる。
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【０２６９】
この地中温度の回復等のための運転は、前記除霜運転状態と同様に行えばよく、図１７
に示すように、冷暖切換用弁９１、９２、９３、９４をいずれも閉とし、室内側熱交換器
３１、３２を熱媒体が流通しない状態に切り換えると共に、流路切換用弁３６、３７を第
一の流路接続状態、すなわち、弁３６を開、弁３７を閉として、室外側熱交換器３３の他
方の熱媒体流入出口を圧縮機３４出口と連通させる状態に切り換え、室外側熱交換器３３
が凝縮器として作動するようにする。さらに、熱交換器切換用弁８１、８２を第五の流路
接続状態、すなわち、弁８１を閉、弁８２を開として、地中熱熱交換器３８の他方の熱媒
体流入出口を圧縮機３４入口と連通させる状態に切り換え、地中熱熱交換器３８が蒸発器
として作動するようにする。
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【０２７０】
運転を実行すると、地中熱熱交換器３８では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入
された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で加熱された液相の熱媒体は昇
温し、蒸発して気相に変化する。一方、地中熱熱交換器３８での熱交換で熱交換用媒体は
冷却され、温度を下げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そして、熱交換用媒体は、地
中熱交換部５０で地中から熱を吸収して温度を上げた上で、あらためて地中熱熱交換器３
８に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器３８と地中熱交換部５０との間で
の循環は、運転継続の間繰り返され、熱交換用媒体が地中から熱を吸収することで、地中
の温度を低下させることができる。
【０２７１】
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地中熱熱交換器３８で蒸発して得られた気相の熱媒体は、地中熱熱交換器３８を出た後
、熱交換器切換用弁８２、及び熱媒体流路ｎを経て圧縮機３４に向かう。
圧縮機３４に達した高温気相の熱媒体は、圧縮機３４により加圧され、圧力及び温度を
増大させた状態となる。そして、圧縮機３４を出た気相の熱媒体は、熱媒体流路ｏ、流路
切換用弁３６を経て室外側熱交換器３３に導入される。
【０２７２】
室外側熱交換器３３では、ファン（図示を省略）で送風されて導入された室外空気と、
気相の熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体はその温度を低下させ
、凝縮して液相に変化する。一方、室外側熱交換器３３での熱交換で室外空気は加熱され
、温度を上げた状態で外気中に排出される。

40

【０２７３】
室外側熱交換器３３で凝縮した熱媒体は、室外側熱交換器３３外に排出され、膨張弁３
５ｃに達する。この膨張弁３５ｃで、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状態と
なる。そして、膨張弁３５ｃを出た熱媒体は、共通熱媒体流路ｍを通り、膨張弁３５ｄを
経てさらに圧力や温度を低下させた上で、地中熱熱交換器３８の一方の熱媒体流入出口へ
向け進むこととなる。
【０２７４】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器３８内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器３８での熱
交換以降の各過程を繰返すこととなる。
地中温度が適切な温度まで低下したり、各室内空間に冷房又は暖房を行う時間帯に至っ
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た場合には、この地中温度の回復等に係る運転を停止し、必要に応じて地中熱熱交換器３
８を凝縮器として用いる冷房又は暖房運転に移行する。
【０２７５】
また、同じく熱源に地中熱を用いる場合に対応して、夜間や室内に人がいない間など、
冷房や暖房運転を要しない時間帯に、室外空気から熱を吸収すると共に、その熱を地中に
放出するサイクルとして運転を実行し、地中熱熱交換器３８を蒸発器として作動させる運
転に伴う吸熱で低下した地中温度の回復や地中への蓄熱を積極的に図るようにすることも
できる。
【０２７６】
この地中温度の回復等のための運転を行うためには、図１８に示すように、冷暖切換用

10

弁９１、９２、９３、９４をいずれも閉とし、室内側熱交換器３１、３２を熱媒体が流通
しない状態に切り換えると共に、流路切換用弁３６、３７を第二の流路接続状態、すなわ
ち、弁３６を閉、弁３７を開として、室外側熱交換器３３の他方の熱媒体流入出口を圧縮
機３４入口と連通させる状態に切り換え、室外側熱交換器３３が蒸発器として作動するよ
うにする。さらに、熱交換器切換用弁８１、８２を第四の流路接続状態、すなわち、弁８
１を開、弁８２を閉として、地中熱熱交換器３８の他方の熱媒体流入出口を圧縮機３４出
口と連通させる状態に切り換え、地中熱熱交換器３８が凝縮器として作動するようにする
。
【０２７７】
運転を実行すると、地中熱熱交換器３８では、ポンプ（図示を省略）で加圧されて導入
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された熱交換用媒体と、熱媒体とが熱交換し、この熱交換で冷却された気相の熱媒体は温
度を低下させ、一部は凝縮して液相に変化することとなる。一方、地中熱熱交換器３８で
の熱交換で熱交換用媒体は加熱され、温度を上げた状態で地中熱交換部５０に向かう。そ
して、熱交換用媒体は、地中熱交換部５０で地中に熱を放出して温度を下げた上で、あら
ためて地中熱熱交換器３８に還流する。こうした熱交換用媒体の地中熱熱交換器３８と地
中熱交換部５０との間での循環は、運転継続の間繰り返され、熱交換用媒体が地中に熱を
放出することで、地中の温度を上昇させることができる。
【０２７８】
地中熱熱交換器３８で温度を低下させた熱媒体は、地中熱熱交換器２６を出た後、膨張
弁３５ｄに達する。この膨張弁３５ｄで、熱媒体は膨張し、圧力及び温度を低減させた状
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態となる。そして、膨張弁３５ｄを出た熱媒体は、共通熱媒体流路ｍを通り、膨張弁３５
ｃを経てさらに圧力や温度を低下させた上で、室外側熱交換器３３の一方の熱媒体流入出
口に達する。
【０２７９】
室外側熱交換器３３は、ファン（図示を省略）で送風されて導入される室外空気と熱媒
体とを熱交換させる。この室外側熱交換器３３での熱交換で加熱され、昇温に伴い蒸発し
て気相となった熱媒体は、この室外側熱交換器３３外へ出て、流路切換用弁３７を経て圧
縮機３４に向う。一方、室外側熱交換器３３での熱交換で室外空気は冷却され、温度を下
げた状態で外気中に排出される。
【０２８０】
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室外側熱交換器３３を出て圧縮機３４に達した高温気相の熱媒体は、この圧縮機３４に
より加圧され、圧力及び温度を増大させた状態となる。そして、圧縮機３４を出た気相の
熱媒体は、熱交換器切換用弁８１を経て地中熱熱交換器３８へ向け進むこととなる。
【０２８１】
この後、熱媒体は地中熱熱交換器３８内に戻り、前記同様に地中熱熱交換器３８での熱
交換以降の各過程を繰返すこととなる。
地中温度が適切な温度まで上昇したり、各室内空間に冷房又は暖房を行う時間帯に至っ
た場合には、この地中温度の回復等に係る運転を停止し、必要に応じて地中熱熱交換器３
８を蒸発器として用いる冷房又は暖房運転に移行する。
【０２８２】
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このように、本実施形態に係るヒートポンプシステムにおいては、複数配設された室内
側熱交換器３１、３２が冷房や暖房に係る熱交換に用いられる場合に、各切換用弁を用い
て、各室内側熱交換器３１、３２や圧縮機３４に対し、室外側熱交換器３３のみを連通さ
せ、熱源として空気熱のみを用いる状態と、室外側熱交換器３３と地中熱熱交換器３８を
それぞれ連通させて、熱源として空気熱と地中熱を用いる状態と、地中熱熱交換器３８の
みを連通させて、熱源として地中熱のみを用いる状態とを切り換えられることから、室内
側熱交換器を複数用いるいわゆるマルチエアコン構成の場合でも、無理なく室外側熱交換
器３３と地中熱熱交換器３８の一方又は両方を利用して冷凍サイクルやヒートポンプサイ
クルを構築して、効率よく冷房や暖房を行える状態が得られる。また、各切換用弁による
流路接続調整で、熱媒体が室内側熱交換器３１、３２を通らずに圧縮機３４、室外側熱交

10

換器３３、及び地中熱熱交換器３８を循環する状態を生じさせることができ、室外側熱交
換器３３において熱交換器周囲への着霜状態に至った場合に、地中熱熱交換器３８で熱媒
体に取り入れた地中熱を室外側熱交換器３３のみに導入するようにして除霜が実行可能と
なり、地中熱を利用して効率よく除霜を行って熱交換性能低下を回避できる。
【０２８３】
さらに、複数の室内側熱交換器３１、３２が室内に配設されるシステムにおける、室外
にあらわれた熱媒体流路に対し、地中熱熱交換器３８が熱交換機切換用弁８１、８２を介
して連通状態を切換可能として接続されることから、システムの室外部分に地中熱熱交換
器３８を利用するための熱媒体回路を無理なく適切に組み込んで、地中熱熱交換器３８に
熱媒体を流通させて地中熱を熱源として利用できる状態が、システムを構成する既存の室
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内外の各機器の構成を変えることなく得られることとなり、地中熱を利用可能とする構成
部分を低コストで設置可能となり、地中熱を利用するシステムをより容易に導入できる。
【０２８４】
なお、前記第１ないし第３の各実施形態に係るヒートポンプシステムにおいて、熱交換
器切換用弁やバイパス切換用弁、冷暖切換用弁、一部の流路切換用弁（３６、３７）とし
ては、弁の開閉で熱媒体の流通状態と流通停止状態とを切り換える単純な弁装置を用い、
こうした弁装置を複数組み合わせて配置することで、複数流路間の接続関係を切り換えら
れるようにしているが、これに限られるものではなく、前記各切換用弁として、三方弁や
四方弁等の切換弁を用いるようにすることもでき、複数の弁が担っていた機能を一つの弁
に集約して、弁設置数低減や、熱媒体流路配置の単純化が図れることとなる。

30

【符号の説明】
【０２８５】
１、２、３

ヒートポンプシステム

１１、２１、３１、３２

室内側熱交換器

１２、２２、３３

室外側熱交換器

１３、２３、３４

圧縮機

１４、２４

膨張弁

１５、２５、３６、３７

流路切換用弁

１６、２６、３８

地中熱熱交換器

１７、２７

バイパス流路

２８

補助膨張弁

５０

地中熱交換部

６１、６２、６３、６４

熱交換器切換用弁

６５、６６、６７、６８

熱交換器切換用弁

７１、７２、７３、７４

バイパス切換用弁

７５、７６、７７

バイパス切換用弁

８１、８２

熱交換器切換用弁

９１、９２、９３、９４

冷暖切換用弁
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