
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
日射のある時刻、季節に影響されずに太陽熱を集熱するパネルであって、
湾曲した熱伝導率の良好な集熱用金属板を使用することと、
前期集熱用金属板を平織りにして、建物の外装材又は屋根材として使用できる集熱用パネ
ルにすることと、
集熱用金属に集熱された熱が周辺の空気を暖め、集熱用金属の隙間を通り上昇することと
、
前期上昇する空気に乱気流を起こすことと、
前期集熱用パネルの表面形状の特徴を施した、建物の外装材又は屋根材として使用できる
集熱パネルとすることと、
前期集熱用パネルが集熱、伝導、輻射を効率よく繰り返す特徴を持つ太陽熱集熱パネル。
【請求項２】
上記湾曲した水平方向の集熱用金属板で太陽高度の変化に対応し、垂直方向の集熱用金属
板で太陽方位角の変化に対応し、集熱効果を高める特徴を持った請求項１記載の太陽熱集
熱パネル。
【請求項３】
前期平織りにした集熱用金属板は各々を固定し、建物の外装材として使用できる特徴を持
つ請求項目１及び請求項２に記載した太陽熱集熱パネル。
【請求項４】
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上記集熱パネルで、平織りにした集熱用金属板に沿って外気が集熱パネル金属板の隙間を
通って表面から裏面へと移動し、なおかつ上昇させる方法を特徴とした請求項１、２及び
請求項３記載の太陽熱集熱パネル。
【請求項５】
上記集熱用金属板を平織りにした集熱パネルで、金属間の隙間から、表の空気が裏面へ、
裏の空気が表面へと移動し、周辺の上昇する空気の流れを乱し、集熱パネル周辺空気の滞
留時間を長くさせることを特徴とした請求項１，２，３及び請求項４記載の太陽熱集熱パ
ネル。
【請求項６】
上記集熱パネルで、平織りにした特徴的な表面形状を模り、集熱パネルと建物の外装及び
屋根材としての機能を併せ持った特徴を持つ請求項２記載の太陽熱集熱パネル。
【請求項７】
上記集熱パネルで集熱金属板が凹面と凹面が重なる個所では空気が蓄えられ、凸面と凸面
が重なる個所では集熱用金属同士が接触し熱が伝導し、凹面と凸面が重なる個所では集熱
板から放熱され熱せられた空気が左右上方へと上昇移動させる特徴を持った請求項１、２
、３、４、５及び請求項６記載の太陽熱集熱パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
本発明は高効率の集熱原理を用いており、特に取得できる熱を利用して、冬季には工場、
倉庫、車庫、ビル、住宅及び居住用室内を暖房及び乾燥するために使用できる。農業用と
しては農産物の乾燥及びハウスの暖房用及び発芽前の地中温度を高め発芽促進に使用でき
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、太陽熱を利用した太陽熱集熱方法が提案されている。例えば特許第２６４９９
０６号広報「太陽熱集熱装置」、また特許第２８４６９１３号広報「ビルの空気予熱方法
および装置」が知られている。前者は太陽高度に影響されずに屋根で集熱する集熱板であ
るが太陽方位角に対応出来ない。後者は集熱パネルを外界に露出させ、複数の空気取入孔
を集熱パネルに設け、集熱パネル後方へ取り入れる方法で、集熱パネルは垂直に走った畝
の最も引っ込んだ部分に空気取入孔を配置するものである。また両者とも風の影響、日の
陰りに対して集熱温度が急に降下し、安定した集熱、緩やかな温度降下が得られなかった
。
【０００３】
しかし、地域の制限無く、また太陽熱を一年中高効率に利用するためには太陽高度と太陽
方位角に対応しなくてならない。屋根または壁だけでは集熱面積に限りがあるために屋根
・壁両方に対応出来なくてはならない。
また、従来は集熱効率が悪いため集熱面積を増やし対応させるために、コストが増大する
傾向にあったために安価に提供できなくてはならない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明が解決しようとする課題は、太陽からの日射を太陽高度、太陽方位角に影響されず
に、固定した状態で一年中効率良く集熱し、集熱パネルをケースに入れずに建物の外装、
及び屋根に使用できる太陽熱集熱パネルで、日の陰り、風の影響に左右されにくい安価な
太陽熱集熱パネルを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は前期従来技術による課題を解消することについて検討を重ね、目的を達成するた
めに、熱伝導率の良好な湾曲した細長い金属板を平織りにして形成した集熱パネル使用し
て、簡易な構成と平易な施工性を持った安価で高効率の集熱パネルを得ることに成功した
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ものであって、以下の如くである。
【０００６】
請求項１の発明は、日射のある時刻、季節に影響されずに太陽熱を集熱するパネルであっ
て、湾曲した熱伝導率の良好な集熱用金属板を使用することと、前期集熱用金属板を平織
りにして、建物の外装材又は屋根材として使用できる集熱用パネルにすることと、集熱用
金属に集熱された熱が周辺の空気を暖め、集熱用金属の隙間を通り上昇することと、前期
上昇する空気に乱気流を起こすことと、前期集熱用パネルの表面形状の特徴を施した、建
物の外装材又は屋根材として使用できる集熱パネルとすることと、前期集熱用パネルが集
熱－伝導－輻射を効率よく繰り返す作用を持つことを特徴とする。
請求項２の発明では、日射の太陽高度による季節によって変化する入射角度に対して日射
を、固定した水平方向の、湾曲した連続面で受けることにより、常に太陽光に対して適切
な角度を持つことが出来、垂直平面よりも効率的に集熱を得られることから、地域に左右
されずに垂直面に角度を付けずに設置出来る特徴を持つ。また、日射の太陽方位角による
時刻によって変化する入射角に対して、日射を固定した垂直方向の、湾曲した金属板で受
けるために、集熱パネルを太陽の日射を受ける方向へ向けて設置することにより、入射角
に対して適切な角度を持つことが出来、固定された垂直平面による集熱よりも効率的に集
熱が得られることから、時刻に左右されずに高効率に集熱することが出来る特徴を持つ。
請求項３の発明では、平織りにした集熱用金属板は各々を固定し、建物の外装材として使
用できる特徴を持つ。
請求項４の発明では、湾曲した集熱用金属板を平織りにすることにより集熱用金属板間に
隙間が生じ、熱は高いほうから低いほうへ流れるので、集熱パネル表面から裏面へ、熱せ
られた空気が移動し、なおかつ集熱パネル表面を上昇させる特徴を持つ。
請求項５の発明では、平織りにすることによって集熱パネル表面に凹凸を生じさせること
によりパネル周辺の上昇しようとする空気に乱気流を起こさせ、集熱パネル周辺空気の滞
留時間を長くさせることによって、周辺空気への熱の伝導が効率よく行える特徴を持つ。
【０００７】
請求項６の発明では上記集熱パネルで、平織りにした特徴的な表面形状を模り、集熱パネ
ルと建物の外装材及び屋根材としての機能を併せ持った特徴を持つ。
【０００８】
請求項７の発明では、集熱パネルで集熱金属板が凹面と凹面が重なる個所では空気が蓄え
られ、凸面と凸面が重なる個所では集熱用金属同士が接触し熱が伝導し、凹面と凸面が重
なる個所では集熱板から放熱され熱せられた空気が左右上方へと上昇移動させる特徴を持
つ。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図面によって本発明の実施形態を説明する。
本発明は湾曲した水平・垂直の集熱用金属板を使用して、平織りにして集熱効率を上げ、
なおかつ集熱パネルを固定した状態で季節・時刻の変化に対応し、安定して高効率に集熱
することが出来、集熱パネルと外装材・屋根材として二重の効果がある太陽熱集熱パネル
である。
図３は本発明の透視図である。図において水平方向の集熱用金属板は凹凸交互に配置され
、垂直方向の集熱用金属板凹凸交互に配置して平織りにしたものである。１・２は水平方
向太陽熱集熱金属板であり、３・４は垂直方向太陽熱集熱板である。９は金属を平織りに
する性質上最低限生じる集熱金属板間の隙間である。Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄは集熱用金属板を平
織りにした場合に生ずる集熱用金属板の重なりパターンである。透視図図５は図３におい
て形成された形状で、垂直方向の集熱用金属板を織り易くするために緩やかな曲線を描い
て通るように、水平方向の集熱用金属板の間隔を開けたもので、隙間８は図３の隙間７よ
りも大きくなっている。
図８は集熱用金属の重なり状態を表している。垂直方向集熱用金属板はパネル表面へ出た
状態で日射を受け集熱し、裏面に入った状態では表側で集熱した熱を伝導し、伝導した熱
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を放熱する。水平方向の集熱用金属板も水平方向と同様に、表に出た状態で集熱し、裏面
に入った状態で集熱した熱を伝導して、伝導した熱を放熱する。また集熱用金属板が接触
する個所では、表面で集熱した熱を裏面へと伝導し、裏面で放熱することを繰り返す。こ
の結果集熱－伝導－放熱が効率よく行えるようになる。また平織りで二重になっている集
熱用金属板は一枚の集熱板よりもより多くの熱を蓄える蓄熱の効果もある。
図６・図８では夏至南中時と冬至南中時の日射状態及び時刻による日射の変化をあらわし
ていて、日射によって生ずる熱及び空気が集熱パネルの周辺を移動する様子を描いている
。図７において図３、図５において生ずる集熱用金属重なりパターンＡに、日射の変化に
よる急激な温度の変化、及び風による温度変化に対応するために蓄熱材を嵌め込んだもの
で、太陽熱集熱パネルに蓄熱の機能を併せ持たせたもので、緩やかな温度変化になるよう
に工夫されている。集熱パネルでは効率よく集熱・伝導・輻射が起こらなければ効率よく
熱の取得が出来ない。アルミニウムは集熱用金属板として最も良い集熱結果を出している
。
【００１０】
図９・図１０・図１１・図１２は図２、図４で表された太陽熱集熱パネルの表面形状と特
徴を備えた太陽高度と太陽方位角に対応できる太陽熱集熱パネルである。太陽熱集熱用パ
ネルは、安価で、高性能でなおかつ大量生産に向いていなければならない。図３及び図５
で表した高効率の集熱効果を生む特徴を、安価で大量生産に向く形態としたものとして、
平織りにした形態から、季節・時刻に対応する特徴を持たせた単体の集熱パネル形状へ変
化させた形態として表している。図１０で湾曲した水平方向の集熱用金属板１２は一方向
に並んだ状態となっている。また湾曲した垂直方向の集熱用金属板は一方向に通る形とな
り、図２・図４で示した集熱用金属板間で出来る隙間の形状を、水平方向の集熱用金属板
形状の上部へ開けている。このことは、熱は高いほうから低いほうへ流れる性質があるた
めに、湾曲した水平方向の集熱用金属板で集熱された熱が放熱し、金属板表面を上昇し、
温度の高い表面から温度の低い裏面へと開口部を通り移動するように工夫されている。
図９・図１０で示した太陽熱集熱パネルは一年を通して高効率に集熱出来る太陽熱集熱パ
ネルで、図１１・図１２で示した太陽熱集熱パネルは冬場に最も効率的に集熱出来、放熱
・輻射によって集熱パネル表面上の熱せられた空気が、より高い温度にするために、に滞
留時間が長くなるように工夫され、夏季には熱吸収効率が著しく落ちるように、湾曲した
面の上部に庇上に作られた太陽熱集熱パネル形状である。
図１３・図１４は建物の外壁に取り付けた例で、建物の外壁にＣチャンネル２１を取り付
け、取り付けたＣチャンネルに太陽熱集熱パネルをタッピングビス又はボルトを使用して
取り付ける形態例で、横引きダクト及びファンは図示してはいないが、太陽熱集熱パネル
の上部に横引きのダクトを配置し、吸引ファンをダクト部に取り付けることにより、太陽
熱集熱パネル取り付けにより生ずるエアスペース２２内の熱せられた空気を建物内部へ送
り出すことが出来る。太陽熱集熱パネル周辺の熱せられた空気が上昇するためと、建物外
部に取り付けられた太陽熱集熱パネルによって、エアスペース内部の空気は外部へ輩出さ
れ、エアスペース内部の空気が外部の空気に入れ替わることから、建物の壁体は熱せられ
ることも無くなる。夏季においては太陽熱集熱パネルが断熱の役割を果たすことになる。
図１４の断面図で表された太陽熱集熱パネルの形状は、熱が冬に必要で、夏には集熱させ
ないときの場合の形状で、夏場、南中時の日射の大半が影２３になるように水平方向の集
熱形状の上部１９をせり出させ庇状とし、また冬場には集熱量が最大となるように、南中
時の太陽高度に対して直交するように工夫された形状である。また図１４の１９箇所では
上昇する空気が対流を起こし滞留することによってさらに熱せられるように工夫された形
状になっている。
【００１１】
【発明の効果】
以上述べたように本発明の太陽熱集熱パネルは、従来と比べ南向きの垂直面あるいは屋根
面へ設置した場合、季節、時刻に左右されずに集熱効果を高めることが出来、太陽熱集熱
パネルを入れる特別なケースを必要としないために建物及び取り付ける構造物に対して容
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易に施工することが出来、また建物の改修工事に使用すれば既存の外壁・屋根をそのまま
に、壊さずに施工できるために大幅に建設コストを抑えることが出来、なおかつ暖房用の
熱エネルギーを取得できるという二重の効果が得られるものである。
また夏季においては既存の壁に取り付けた場合、断熱の役目を果たす省エネルギー効果を
もたらす。
化石燃料を使用せずに太陽熱を最大限に利用するために、地球温暖化の原因である二酸化
炭素の排出が無く、無公害でクリーンな環境に最も優しい太陽エネルギーを高効率に利用
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の集熱用金属重なりパターン図である。
【図２】本発明の太陽熱集熱パネルで水平方向集熱板の隙間を詰めた形状の一実施形態の
断面図、正面図、平断面図である。
【図３】図２の透視図である。
【図４】本発明の太陽熱集熱パネルで水平方向集熱板の隙間を開けた形状の一実施形態の
断面図、正面図、平断面図である。
【図５】図４の透視図である。
【図６】図２の断面拡大図である。
【図７】二重に織られた集熱用金属板の間に蓄熱材を挟んだ図である。
【図８】本発明の集熱用金属の平断面拡大図で、集熱、伝導、放熱図である。
【図９】本発明の太陽熱を集熱するパネルで図２の表面形状を模った集熱パネルの１実施
形態の断面図、正面図、平断面図である。
【図１０】図９の透視図である。
【図１１】本発明の太陽熱集熱パネルで図２の表面形状を模った集熱パネルの１実施形態
の断面図、正面図、平断面図である。
【図１２】図１１の透視図である。
【図１３】図９の建物への取り付け例の断面図、平断面図である。
【図１４】図１１の建物への取り付け例の断面図、平断面図である。
【符号の説明】
１　水平方向集熱用金属板凹面、２　水平方向集熱用金属板凸面、
３　垂直方向集熱用金属板凹面、４　垂直方向集熱用金属板凸面、
５　各集熱用金属板間を詰めて平織りにした太陽熱集熱パネル、
６　水平方向集熱用金属板間の隙間を開けて平織りにした太陽熱集熱パネル、７隙間、８
　隙間、９　滞留個所、１０　蓄熱材、
１１　太陽熱集熱パネル、１２　水平方向の集熱板形状、
１３　垂直方向の集熱板形状、１４　開口部、
１５　夏季制限用太陽熱集熱パネル、１６　水平方向の集熱形状、
１７　垂直方向の集熱板形状、１８　空気移動用開口部、
１９　夏季日射遮蔽庇、２０　建物及び構造物の外壁、
２１　Ｃチャンネル、２２　エアスペース、２３　夏季における影部
Ａ　凹面と凹面の重なり、Ｂ　凸面と凹面の重なり、
Ｃ　凹面と凸面の重なり、Ｄ　凸面と凸面の重なり、
Ｅ　断面方向を表す、Ｆ　断面方向を表す、Ｇ　断面方向を表す、
Ｈ　断面方向を表す、Ｉ　断面方向を表す、Ｊ　断面方向を表す、
Ｋ　断面方向を表す、Ｌ　断面方向を表す、Ｍ　断面方向を表す、
Ｎ　断面方向を表す、Ｏ　断面方向を表す、Ｐ　断面方向を表す。
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