
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根板の直下に、一方の端を空気取入口として、開口屋根と同様の勾配を有する空気流
路を形成してなる太陽熱集熱部を設け、この太陽熱集熱部に、集熱用ファンを内部に配設
したハンドリングボックスを集熱ダクトを介して接続させ、さらに、ハンドリングボック
スには床下への立下りダクトおよび屋外への排気ダクトを接続し、前記空気取入口から太
陽熱集熱部を経て得た屋外の空気を集熱用ファンで立下りダクトを介して室内に送り込む
パッシブソーラーシステムハウスにおいて、太陽熱集熱部は屋根の東西面の両方に設け、

これらの東西両太陽熱集熱部からの温風の取込みをハンドリ
ングボックスで切り替え可能としたことを特徴とするソーラーシステムハウス。
【請求項２】
　屋根板の直下に、一方の端を空気取入口として、開口屋根と同様の勾配を有する空気流
路を形成してなる太陽熱集熱部を設け、この太陽熱集熱部に、集熱用ファンを内部に配設
したハンドリングボックスを集熱ダクトを介して接続させ、さらに、ハンドリングボック
スには床下への立下りダクトおよび屋外への排気ダクトを接続し、前記空気取入口から太
陽熱集熱部を経て得た屋外の空気を集熱用ファンで立下りダクトを介して室内に送り込む
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前記集熱ダクトは外付けタイプとして屋根上に設置する断面が矩形の横長のボックスであ
り、ハンドリングボックスは、東西両太陽熱集熱部で共用し、内部に排気ダクトと前記立
下りダクトへの流路を切換える流路切換えダンパー（排出側）を設け、また、両集熱ダク
トとハンドリングボックスとを連結する接続ダクト同士を相互に切換え可能な流路切換え
ダンパー（吸入側）を設け、



パッシブソーラーシステムハウスにおいて、太陽熱集熱部は屋根の東西面の両方に設け、

これら
の東西両太陽熱集熱部からの温風の取込みをハンドリングボックスで切り替え可能とした
ことを特徴とするソーラーシステムハウス。
【請求項３】
　屋外に開口する床下ダクトによる床下給気口を設け、この床下ダクトに電動ダンパーを
設け、また、これと連動する換気ファンを設ける請求項１または請求項２記載のソーラー
システムハウス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冬等に太陽エネルギーを利用するものとして、太陽で温められる空気によっ
て暖房等を行うパッシブソーラーシステムハウスに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　わが国の建物の熱性能は、省エネという観点からはとでも貧しいものである。夏の暑さ
を電力に支えられるエアコンでしのぎ、冬は寒いといって、石油をふんだんに燃やして暖
房をしてきた結果、住宅や建築がエネルギー危機や二酸化炭素による地球温暖化の現象に
与えた影響はとても大きなものである。
【０００３】
　今、先進国がなすべきことは、生活のレベルを低下させることなく、生活の高度化を図
りつつ、環境負荷を低減させる方法を生み出すことである。そこで、風およびその他気象
条件だけではなく、外部環境条件に柔軟に対応する住居および建物を建設して室内暖房、
冷房、換気、除湿、および給湯のための太陽エネルギー利用を最適化することが求められ
る。
【０００４】
　出願人等は先に、下記特許文献として「ソーラーシステムハウス」の特許権を取得した
。
【特許文献１】特公平０８－００１３３６号公報「ソーラーシステムハウスおよびそれに
使用するハンドリングボックス」
【特許文献２】特公平０７－１１６７６５号公報「ソーラーシステムハウス」
【特許文献３】特公平０６－０７０５２８号公報「ソーラーシステムハウス」
【特許文献４】特許３２９５０７０号公報「ソーラーシステムハウス」
【特許文献５】特許３２７４８５８号公報「ソーラーシステムハウス」
【特許文献６】特許３１８２５４４号公報「ソーラーシステムハウス」
【特許文献７】特許３１３４１１８号公報「ソーラーシステムハウス」
【特許文献８】特許３０６６４５６号公報「ソーラーシステムハウス」
【０００５】
　前記特許文献のソーラーシステムハウスは、図７にあるように、カラー鉄板の金属製屋
根板１の直下に屋根勾配を有する空気流路２を形成し、この空気流路２の一方の端は軒先
等に空気取入口３として開口し、さらに空気流路２の他方の端は集熟ダクトとしての棟ダ
クト４に連通させる。
【０００６】
　内部に逆流防止ダンパー６、集熱用ファン７及び流路切換えダンパー８を設けたハンド
リングボックス５を屋根裏空間である小屋裏２９に設置し、ハンドリングボックス５の流
路切換えダンパー８の流出側の一方は排気ダクト９により屋外に開口する。
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前記集熱ダクトは外付けタイプとして屋根上に設置する断面が矩形の横長のボックスであ
り、ハンドリングボックスは、東西両太陽熱集熱部で個別に設置し、各ハンドリングボッ
クスが、排気ダクトと前記立下りダクトへの流路を切換える流路切換えダンパー（排出側
）と、また、屋内に開口する吸気口また吸気ダクトと集熱ダクトとハンドリングボックス
とを連結する接続ダクトとを切換え可能な流路切換えダンパー（吸入側）を設け、



【０００７】
　また、ハンドリングボックス５の逆流防止ダンパー６の流入側を接続ダクト３２を介し
て前記棟ダクト４に連通させ、流路切換えダンパー８の流出側の他の一方を立下りダクト
１０の上端に連結する。立下りダクト１０の下端は床下蓄熱体としての土間コンクリート
１１と床パネル１２との間の空気流通空間１３に開口した。さらに、該空気流通空間１３
から室内への床吹出口１４を設けた。
【０００８】
　ハンドリングボックス５の内部またはハンドリングボックス５と棟ダクト４との間にお
湯とりコイル１５を設け、このお湯とりコイル１５は循環配管１６で貯湯槽１７および循
環ポンプ１９と連結し、該貯湯槽１７には、追焚き用の給湯ボイラー１８を途中へ設けて
、風呂や洗面所、台所へとつながる給湯配管２１を接続する。
【０００９】
　このようにして、太陽光で加熱された金属板である屋根板１が、空気流路２へ入った外
気を温め、この温められた空気は屋根勾配に沿って上昇する。そして、この加熱空気は棟
ダクト４に集められてから集熱用ファン７によりハンドリングボックス５に入り、ハンド
リングボックス５から立下りダクト１０内へ流下し、蓄熱土間コンクリート１１と床パネ
ル１２との間の空気流通空間１３へ入る。この空気流通空間１３では加熱空気が床パネル
１２を介して直接床面下を温めるのと、蓄熱土間コンクリート１１に蓄熱させるのと床吹
出口１４から温風として直接室内２０へ吹出させるのとの３通りの暖房作用を行う。
【００１０】
　一方、お湯とりコイル１５で、ここに循環配管１６を介して貯湯槽１７から循環ポンプ
１９によって送り込まれる熱媒が加熱され、湯として貯湯槽１７へ蓄えられ、さらにここ
から必要に応じて追焚き用の給湯ボイラー１８で再加熱されて給湯配管２１から各所へ給
湯される。
【００１１】
　これらの特許文献のソーラーハウスの特徴は、まず、屋根で集熱するものであることで
ある。太陽エネルギーのエネルギーとしての特徴とは何かといえば、それは、「うすく、
ひろく、まんべんなく」という点といえる。石油で得られる熱のように、集中的高温では
ないことは、大規模で集中的な発電には不向きである。つまり、太陽エネルギー利用は、
一つ一つの建物が、その「屋根」を利用すること、それがもっとも現実的であり、エネル
ギーのもつ特徴にもよく合っている。そこで、一番太陽を広く受ける「屋根」で、太陽エ
ネルギーを集め、建物の中に取り込むものである。
【００１２】
　地域における建物の高度制限がきびしく、たとえそのために、室内に日照を得られない
としても、たいがい「屋根」には、太陽エネルギーが豊かに降り注いでいる。つまりこの
利用は、屋根本来の雨風を防ぐ「シェルター」という機能に、「熱を取り込む」という新
しい機能を加えたものである。
【００１３】
　次の特徴として、空気で熱を移送することである。室内に熱を取り込むとき、広く行わ
れているのが、水に移し替える方法である。前記特許文献のソーラーシステムハウスは、
水の替わりに、「空気」を暖かくして取り入れるものである。水集熱には多くの難しい面
があるためである。一滴の水も漏れないようにしなければならないこと、太陽エネルギー
により水の沸騰がしばしば起こり、その沸騰の蒸気圧に耐えなければならないこと、凍る
という現象が起こること、さらに管の膨張収縮を起こることなどが挙げられる。これに対
して空気は、少しぐらいは漏れても誰にも迷惑をかけない、何より気付かない。また、空
気は気体だから沸騰することはありえない。このことから、空気を使うことは、たいへん
安心である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
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　前記ソーラーシステムハウスでは、屋根板の直下に、一方の端を空気取入口として、開
口屋根と同様の勾配を有する空気流路を形成してなる太陽熱集熱部の集熱面は真南に向い
ている方が理想的である。
【００１５】
　ただし、敷地の条件やまわりの環境によっては、どうしても方位のズレを生じる。夏は
太陽高度が高いので、さほど影響は出ないが、太陽高度が低い冬には、この方位のズレに
よって、集熱量不足になりやすい。したがって、できれば 30°以内のズレを目安にしてい
た。
【００１６】
　このように、方位のズレが大きいために集熱量が低下しても、集熱自体ができないわけ
ではないが、その敷地条件から利用可能な、できる限りの太陽エネルギーを生かすよう計
画を検討することが必要である。
【００１７】
　前記ソーラーシステムハウスでは、屋根のうち、東側の屋根面のみに注目し、太陽熱集
熱部はこの東側の屋根面に設けるものとされていた。
【００１８】
　ただし、棟温度については、午前では東面棟温度が上がり、正午では西面棟温度が上が
り、東面棟温度と並び、午後では西面棟温度が上がり、東面棟温度が下がる。その結果、
正午以降の集熱については非効率的なものであった。
【００１９】
　本発明は前記従来例の不都合を解消し、東西集熱が可能なので、外部環境条件に柔軟に
対応する住居および建物を建設して太陽エネルギー利用を最適化することができるソーラ
ーシステムハウスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前記目的を達成するため請求項１記載の本発明は、屋根板の直下に、一方の端を空気取
入口として、開口屋根と同様の勾配を有する空気流路を形成してなる太陽熱集熱部を設け
、この太陽熱集熱部に、集熱用ファンを内部に配設したハンドリングボックスを集熱ダク
トを介して接続させ、さらに、ハンドリングボックスには床下への立下りダクトおよび屋
外への排気ダクトを接続し、前記空気取入口から太陽熱集熱部を経て得た屋外の空気を集
熱用ファンで立下りダクトを介して室内に送り込むパッシブソーラーシステムハウスにお
いて、太陽熱集熱部は屋根の東西面の両方に設け、

これらの
東西両太陽熱集熱部からの温風の取込みをハンドリングボックスで切り替え可能としたこ
とを要旨とするものである。
【００２１】
　請求項１記載の本発明によれば、太陽熱集熱部は屋根の東西面の両方に設けられており
、まず、午前中は東面の太陽熱集熱部で、太陽光で加熱された金属板である屋根板が、空
気流路へ入った外気を温め、この温められた空気は屋根勾配に沿って上昇する。そして、
この加熱空気は棟ダクトに集められてから集熱用ファンによりハンドリングボックスに入
り、ハンドリングボックスから立下りダクト内へ流下し、床下へ入る。この加熱空気が直
接床面下を温めるのと、床下からの吹き出し口から温風として直接室内へ吹出させるのと
の２通りの暖房作用を行う。
【００２２】
　正午になると、西面の太陽熱集熱部でも集熱が可能となり、東西両方の太陽熱集熱部で
集熱を行える。また、午後になると、東面の太陽熱集熱部が働かなくなり、西面の太陽熱
集熱部のみで集熱が行える。
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前記集熱ダクトは外付けタイプとして
屋根上に設置する断面が矩形の横長のボックスであり、ハンドリングボックスは、東西両
太陽熱集熱部で共用し、内部に排気ダクトと前記立下りダクトへの流路を切換える流路切
換えダンパー（排出側）を設け、また、両集熱ダクトとハンドリングボックスとを連結す
る接続ダクト同士を相互に切換え可能な流路切換えダンパー（吸入側）を設け、



【００２３】
　このように屋根の東西面の両方で集熱が可能であり、太陽熱の無駄のない効率的な集熱
が可能である。
【００２４】
　なお、夏の夜間に集熱用ファンを運転し、夜間の冷気を屋根板の直下の空気流路に取り
込み、屋根面からの放射冷却も作用させ、この空気を立下りダクトを介して床下に送り、
床下からの吹き出し口から室内へ吹出させることもできる。
【００２５】
　 東西両太陽熱集熱部で１台のハンドリングボックスを共用でき、設備が場所を
取らずにすみ、また、安価でよい。しかも、流路切換えダンパー（排出側）で、東西両太
陽熱集熱部からの温風の取込みを確実かつ簡単に切換えることができる。
【００２６】
　請求項２記載の本発明は、　屋根板の直下に、一方の端を空気取入口として、開口屋根
と同様の勾配を有する空気流路を形成してなる太陽熱集熱部を設け、この太陽熱集熱部に
、集熱用ファンを内部に配設したハンドリングボックスを集熱ダクトを介して接続させ、
さらに、ハンドリングボックスには床下への立下りダクトおよび屋外への排気ダクトを接
続し、前記空気取入口から太陽熱集熱部を経て得た屋外の空気を集熱用ファンで立下りダ
クトを介して室内に送り込むパッシブソーラーシステムハウスにおいて、太陽熱集熱部は
屋根の東西面の両方に設け、

これらの東西両太陽熱集熱部からの温風の取込みをハンドリングボ
ックスで切り替え可能としたことを要旨とするものである。
【００２７】
　請求項２記載の本発明によれば、前記作用に加えて、東西両太陽熱集熱部はそれぞれの
ハンドリングボックスを連携させることで、東西両太陽熱集熱部からの温風の取込みを切
換えることができる。
【００２８】
　請求項３記載の本発明は、屋外に開口する床下ダクトによる床下給気口を設け、この床
下ダクトに電動ダンパーを設け、また、これと連動する換気ファンを設けることを要旨と
するものである。
【００２９】
　請求項３記載の本発明によれば、冬の昼の集熱時や夏の夜間の空気の取り込みを、換気
として見た場合は、押し込み型、いわゆる静圧型の換気として扱うことができる。冬の昼
の集熱時または夏の夜間には、集熱用ファンを駆動して換気を行い、それ以外には集熱用
ファンを停止して屋外に開口する床下ダクトによる床下給気口を設け、床下空間を介して
換気を行う。この換気は、前記集熱時と同様に押し込み型、いわゆる静圧型の換気が得ら
れ、２４時間換気の条件を満たすことができる。また、この床下ダクトによる床下給気口
からの空気は屋外から得るものであり、比較的新鮮な空気である。さらに、床下ダクトの
ダンパーと連動する換気ファンを運転して、床下ダクトによる床下給気口から屋外から空
気を得ると同時に換気ファンにより室内空気を排気できる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明のソーラーシステムハウスは、東西集熱が可能なので、外部環境条件に柔軟に対
応する住居および建物を建設して太陽エネルギー利用を最適化することができるものであ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
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さらに、

前記集熱ダクトは外付けタイプとして屋根上に設置する断面
が矩形の横長のボックスであり、ハンドリングボックスは、東西両太陽熱集熱部で個別に
設置し、各ハンドリングボックスが、排気ダクトと前記立下りダクトへの流路を切換える
流路切換えダンパー（排出側）と、また、屋内に開口する吸気口また吸気ダクトと集熱ダ
クトとハンドリングボックスとを連結する接続ダクトとを切換え可能な流路切換えダンパ
ー（吸入側）を設け、



　以下、図面について本発明の実施形態を詳細に説明する。図１～図４は本発明のソーラ
ーシステムハウスの第１実施形態を示すもので、基本的な構造は図７に示す従来例とほぼ
同様である。
【００３２】
　図１に示すように傾斜する屋根を有するものであり、屋根は太陽熱の集熱部分として、
カラー鉄板の金属製屋根板１の直下に屋根勾配を有する空気流路２を形成した。この空気
流路２の一方の端は軒先等に空気取入口３として開口した。さらに空気流路２の他方の端
は屋根の高い部分、例えば棟部分に位置させて空気流出口とし、これに集熟ダクトとして
の棟ダクト４に連通させる。
【００３３】
　この棟ダクト４は本実施形態では外付けタイプとして屋根上に設置するものであり、断
面が矩形の横長のボックスである。
【００３４】
　前記太陽熱の集熱部分は、太陽熱集熱部分Ａ、太陽熱集熱部分Ｂとして、屋根の東西面
の両方に設けた。
【００３５】
　このような太陽熱集熱部分Ａ、太陽熱集熱部分Ｂで太陽熱を集熱した空気を導く床下部
分として、床パネル１２の下に空気流通空間１３を設け、さらに、該空気流通空間１３か
ら室内への床吹出口（図示せず）を設けた。
【００３６】
　前記空気流通空間１３では加熱空気が床パネル１２を介して直接床面下を温めるのと（
床暖房）、床吹出口から温風として直接室内へ吹出させるのとの２通りの暖房作用を行う
。
【００３７】
　また、これら太陽熱を集熱する太陽熱集熱部分Ａ、太陽熱集熱部分Ｂと、太陽熱を放熱
部分する部分とを結ぶものとしてハンドリングボックス５を屋内に設置した。
【００３８】
　ハンドリングボックス５は太陽熱集熱部分Ａと太陽熱集熱部分Ｂとを１台で共用するが
、太陽熱集熱部分Ａ、太陽熱集熱部分Ｂの各棟ダクト４とハンドリングボックス５は垂下
する接続ダクト３２ａ，３２ｂで接続し、また、ハンドリングボックス５から屋外に向け
て排気ダクト９、立下りダクト１０を連結する。
【００３９】
　このハンドリングボックス５は、内部に、流路切換えダンパー（吸入側）２２と、吸入
ダンパー３９、集熱用ファン７及び流路切換えダンパー（排出側）８を設けた断熱製のボ
ックスである。
【００４０】
　前記流路切換えダンパー（吸入側）２２は一端を軸支したチャッキダンパーとしてこの
接続ダクト３２ａ，３２ｂの相互を切換えるものとする。流路切換えダンパー（排出側）
８の流出側の一方は排気ダクト９により屋外に開口する。さらに、流路切換えダンパー（
排出側）８の流出側の他の一方を立下りダクト１０の上端に連結する。流路切換えダンパ
ー（排出側）８はこれら排気ダクト９と立下りダクト１０とを切換える。
【００４１】
　吸入ダンパー３９は流路切換えダンパー（吸入側）２２と流路切換えダンパー（排出側
）８の間に位置し、ハンドリングボックス５に設けた吸込口３３を開閉する。　
【００４２】
　立下りダクト１０の下端は横ダクト、縦ダクトの延設用ダクト４２を介して他室の床パ
ネル１２の下の空気流通空間１３に開口した。なお、同室の床下に開口することも可能で
ある。
【００４３】
　さらに、屋外に開口する床下ダクト２３による床下給気口２４を設け、この床下ダクト
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２３の他端に電動ダンパー２５を設けた。この床下給気口２４を形成する床下に通じるダ
クトは地中を通るクールチューブとしてもよい。
【００４４】
　天井部等に換気ファン（換気扇）２６を設置し、この換気ファン（換気扇）２６を排気
ダクト（図示せず）で屋外に連通させる。
【００４５】
　図中２８はリレーボックス、３７はリモコン（室温センサー内蔵）で、前記電動ダンパ
ー２５と換気ファン（換気扇）２６とは連動させた。
【００４６】
　空気流路２を形成する屋根板１の上方部分（屋根の高所）をガラス３１で覆い、風等の
影響を受けずに太陽光の熱を屋根板１に受けられるようにした。
【００４７】
　次に、使用法および動作について説明する。図２は午前モードである。
【００４８】
　図２に示すように、例えば冬において、朝、集熱温度が上がってきたら、太陽熱集熱部
分Ａの東面から取り込みを開始する。太陽光で加熱された金属板である屋根板１が、軒先
等の空気取入口３から空気流路２へ入った外気を温め、この温められた空気は屋根勾配に
沿って上昇する。そして、この加熱空気は棟ダクト４に集められてから集熱用ファン７に
よりハンドリングボックス５に入り、ハンドリングボックス５から立下りダクト１０内へ
流下し、床下へ入る。この加熱空気が直接床パネル１２を温めるのと、床下からの吹き出
し口１４から温風として直接室内２０へ吹出させるのとの２通りの暖房作用を行う。（図
１）
【００４９】
　この時、流路切換えダンパー（吸入側）２２は太陽熱集熱部分Ａ側の接続ダクト３２ａ
を開き、太陽熱集熱部分Ｂ側の接続ダクト３２ｂを閉鎖する。
【００５０】
　また、流路切換えダンパー（排出側）８は立下りダクト１０側を開き、排気ダクト９を
閉鎖する。
【００５１】
　図３に示すように、正午には正午では西面棟温度が上がり、東面棟温度と並び、これが
同じ温度になったら（温度センサーで検知）、太陽熱集熱部分Ｂの集熱用ファン７を動か
し、また、流路切換えダンパー（吸入側）２２は東と西の中間で止め、太陽熱集熱部分Ａ
側の接続ダクト３２ａと太陽熱集熱部分Ｂ側の接続ダクト３２ｂの両方を開く。
【００５２】
　これにより、太陽熱集熱部分Ａ側と太陽熱集熱部分Ｂ側の両方から温風を取り込むこと
ができる。
【００５３】
　図４に示すように、午後、西面棟温度がより上がり、東面棟温度より５℃高くなったら
、太陽熱集熱部分Ａ側の集熱用ファン７を停止し、西面の太陽熱集熱部分Ｂ側のみから取
り込む。
【００５４】
　なお、集熱用ファン７の運転を太陽電池によるものとすれば、太陽熱集熱部分Ａ側と太
陽熱集熱部分Ｂ側の併用および切り替えを日射によるこの太陽電池の出力で自動的に制御
することが可能である。他の方法として温度センサーにより運転制御することもできる。
【００５５】
　前記床下への吹き込み作用を換気として見た場合は、押し込み型、いわゆる静圧型の換
気として扱うことができる。すなわち、前記室内へ吹き込む量に対応して室内の空気が外
へ排気される。この排気は、建物がもともと有する隙間か、もしくは換気口を介して行え
ばよい。換気ファン（換気扇）２６を運転しての排気も可能である。
【００５６】
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　夏の昼では、集熱用ファン７は停止させるか、または、流路切換えダンパー（排出側）
８は立下りダクト１０を閉じ、排気ダクト９側を開く。
【００５７】
　後者の場合は、ハンドリングボックス５から加熱空気は排気ダクト９を介して屋外へ捨
てられる。
【００５８】
　そして、電動ダンパー２５を開き、これに連動して換気ファン（換気扇）２６を運転す
る。この連動はリレーボックス２８により自動的に行われる。
【００５９】
　室内２０の空気は換気ファン（換気扇）２６により排気ダクト２７で屋外に捨てられ、
新たな空気が屋外に開口する床下給気口２４から床下ダクト２３を介して床下に入り、室
内２０に取り込まれる。
【００６０】
　このように夏季等高温時で暖房の必要のない季節では屋根板１で温められた加熱空気は
全部外気に放出して捨てることが必要となる。その場合は流路切換えダンパー８で流出側
の一方である立下りダクト１０側を閉塞し、流出側の他の一方である排気ダクト９側を開
放すれば、ハンドリングボックス５ａ，５ｂから加熱空気は排気ダクト９を介して屋外へ
捨てられる。
【００６１】
　その時、吸入ダンパー３９でハンドリングボックス５に設けた吸込口３３を開けば、空
気２０の空気を誘引排気することができる。
【００６２】
　図５、図６は本発明の第２実施形態を示すもので、ハンドリングボックス５ａ，５ｂは
、東西両太陽熱集熱部Ａ、Ｂで個別に設置し、各ハンドリングボックス５ａ，５ｂが、排
気ダクト９と前記立下りダクト１０への流路を切換える流路切換えダンパー（排出側）８
と、また、屋内に開口する吸気口２７また吸気ダクトと集熱ダクト４とハンドリングボッ
クス５ａ，５ｂとを連結する接続ダクト３２ａ，３２ｂとを切換え可能な流路切換えダン
パー（吸入側）８を設けた。この接続ダクト３２ａはハンドリングボックス５ａと太陽熱
集熱部Ａの集熱ダクト４を、接続ダクト３２ｂはハンドリングボックス５ｂと太陽熱集熱
部Ｂの集熱ダクト４をそれぞれ接続する。
【００６３】
　ハンドリングボックス５ａ，５ｂは、相互に並列され、ハンドリングボックス５ｂには
バイパス路３４を設け、流路切換えダンパー（排出側）８を、排気ダクト９を閉鎖する流
路切換えダンパー（排出側）８ａと、バイパス路３４と立下りダクト１０とを切換える流
路切換えダンパー（排出側）８ｂとに分けた。図中、３６は制御盤、３８は室内サーモで
ある。
【００６４】
　また、ハンドリングボックス５ｂには、内部にお湯とりコイル１５を設け、このお湯と
りコイル１５は循環配管１６で貯湯槽１７および循環ポンプ１９と連結し、該貯湯槽１７
には風呂や洗面所、台所へとつながる給湯配管２１を接続する。
【００６５】
　午前、正午、午後における東西両太陽熱集熱部Ａ、Ｂの使い方は前記第１実施形態と同
じであるが、太陽光で加熱された金属板である屋根板１が、空気流路２へ入った外気を温
め、この温められた空気は屋根勾配に沿って上昇する。そして、この加熱空気は棟ダクト
４に集められてから集熱用ファン７によりハンドリングボックス５ａ．５ｂに入り、ハン
ドリングボックス５ａ．５ｂから立下りダクト１０内へ流下し、床パネル１２下の空気流
通空間１３へ入る。この空気流通空間１３では加熱空気が床パネル１２を介して直接床面
下を温めるのと、床吹出口１４から温風として直接室内２０へ吹出させるのとの２通りの
暖房作用を行う。
【００６６】
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　一方、ハンドリングボックス５ｂでは、お湯とりコイル１５で、ここに循環配管１６を
介して貯湯槽１７から循環ポンプ１９によって送り込まれる熱媒が加熱され、湯として貯
湯槽１７へ蓄えられ、給湯配管２１から各所へ給湯される。
【００６７】
　夏季等高温時で暖房の必要のない季節では屋根板１で温められた加熱空気は全部外気に
放出して捨てることが必要となる。その場合は流路切換えダンパー８で流出側の一方であ
る立下りダクト１０側を閉塞し、流出側の他の一方である排気ダクト９側を開放すれば、
ハンドリングボックス５ａ，５ｂから加熱空気は排気ダクト９を介して屋外へ捨てられる
。
【００６８】
　なお、加熱空気はハンドリングボックス５ａ，５ｂを通ることでお湯とりコイル１５の
加熱は行うので、夏季等高温時でも太陽熱利用で湯が得られることは確保できる。
【００６９】
　特に、ハンドリングボックス５ｂでは、太陽熱集熱部Ｂで加熱した空気は切換えダンパ
ー（排出側）８ａを開いて排気ダクト９から捨て、その際、バイパス路３４を開いて立下
りダクト１０から床下の空気を誘引排気することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明のソーラーシステムハウスの第１実施形態を示す装置説明図である。
【図２】本発明のソーラーシステムハウスの第１実施形態の午前モードを示す説明図であ
る。
【図３】本発明のソーラーシステムハウスの第１実施形態の正午モードを示す説明図であ
る。
【図４】本発明のソーラーシステムハウスの第１実施形態の午後モードを示す説明図であ
る。
【図５】本発明のソーラーシステムハウスの第２実施形態を示す部分説明図である。
【図６】本発明のソーラーシステムハウスの第２実施形態を示す他の部分説明図である。
【図７】従来のソーラーシステムハウスの概要を示す縦断側面図である。
【符号の説明】
【００７１】
１…屋根板　　　　　　　　　　２…空気流路
３…空気取入口　　　　　　　　４…棟ダクト
５，５ a, ５ｂ…ハンドリングボックス　
６…逆流防止ダンパー
７…集熱用ファン　　　　　　　８…流路切換えダンパー（排出側）
８ａ…流路切換えダンパー（排出側）
８ｂ…流路切換えダンパー（排出側）
９…排気ダクト
１０…立下りダクト　　　　　　１１…土間コンクリート
１２…床パネル　　　　　　　　１３…空気流通空間
１４…床吹出口　　　　　　　　１５…お湯とりコイル
１６…循環配管　　　　　　　　１７…貯湯槽
１８…追焚き用の給湯ボイラー　１９…循環ポンプ
２０…室内　　　　　　　　　　２１…給湯配管
２２…流路切換えダンパー（吸入側）
２３…床下ダクト
２４…床下給気口　　　　　　　２５…電動ダンパー
２６…換気ファン　　　　　　　２７…排気ダクト
２８…リレーボックス　　　　　２９…小屋裏　　　　　　　　　
３１…ガラス　　　　　　　　　３２ a，３２ｂ…接続ダクト
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３３…吸込口　　　　　　　　　３４…バイパス路
３６…制御盤
３７…リモコン　　　　　　　　３８…室内サーモ
３９…吸入ダンパー

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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