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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家屋内の空気を家屋の上部に送り込む送風機と、送風機によって家屋の上部に送り込ま
れた空気を屋根直下に沿って屋根の下端部まで送る屋根直下流路と、屋根直下流路の下端
側下部に位置する閉空間に設けられた熱電変換素子とを備え、
　熱電変換素子は、その一面が前記閉空間側に位置し、その反対側の面が屋外に接するよ
うに配置されて、前記閉空間と屋外との温度差により温度差発電を行う家屋内発電装置で
あって、前記閉空間の下側を仕切る仕切り板に、前記閉空間内の空気を排出する排出口が
設けられており、前記排出口は、開閉自在な構造であることを特徴とする家屋内発電装置
。
【請求項２】
　前記閉空間の内部には保温壁が形成されており、前記熱電変換素子は、その一面が前記
保温壁の内側に位置し、その反対側の面が前記保温壁の外側に位置するように配置されて
いることを特徴とする請求項１記載の家屋内発電装置。
【請求項３】
　前記屋根を構成する屋根材と、前記屋根直下流路を構成する気流誘導材との間で熱伝導
を行う熱伝導棒を備え、熱伝導棒は、棒状の本体部と、本体部の両端に設けられた大径部
とによって構成され、熱伝導棒の屋根材側の先端部は、屋根材表面に露出せずに屋根材内
部に埋め込まれていることを特徴とする請求項１または２記載の家屋内発電装置。
【請求項４】
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　前記熱伝導棒は、前記屋根材に接する側と前記気流誘導材に接する側とに分割されて、
前記屋根材の下側に設けられた屋根裏材を通過する部位に形成された空気層によって連結
されていることを特徴とする請求項３記載の家屋内発電装置。
【請求項５】
　前記熱電変換素子には、閉空間側と屋外側のいずれにも金属製の柱状体からなるヒート
シンクが取り付けられていることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の家屋内
発電装置。
【請求項６】
　前記ヒートシンクの柱状体は、長手方向に対して垂直な断面において、放射状に形成さ
れた複数の突起を有していることを特徴とする請求項５記載の家屋内発電装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の家屋内発電装置によって得られる電力によって、家
屋内の空気を循環させて空調を行うことを特徴とする家屋の空調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温度差発電を利用した家屋内発電装置と、この家屋内発電装置を用いた家屋
の空調装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、夏季における猛暑傾向が顕著となっており、室内での熱中症の発症が社会問題と
なっている。特に、老人はエアコンからの冷風を好まない場合が多く、自然の風の流れを
室内で有効に循環させることができれば、極めて効果的である。
【０００３】
　また、電気代節約のためにエアコンを使用しないことによる熱中症の発症も数多く報告
されており、通常使用される商用電力を用いずに、簡便で安価な手法で空調設備が確保さ
れることが求められている。
【０００４】
　室内の温度管理に関して、建築構造物外皮が発する輻射熱エネルギーを適時に回収して
温度管理する制御装置に関する技術が、特許文献１に記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１０４６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　家屋内での発電を行う一つの方法として、室内と屋外との温度差を利用した温度差発電
が挙げられる。この温度差発電を行うにあたっては、温度差が生じる状況を安定的に維持
することが必要である。
【０００７】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、温度差が生じる状況を安定的に
維持することを可能として、室内と屋外との温度差を利用した家屋内発電装置と、この家
屋内発電装置を用いた家屋の空調装置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】
　以上の課題を解決するために、本発明の家屋内発電装置は、家屋内の空気を家屋の上部
に送り込む送風機と、送風機によって家屋の上部に送り込まれた空気を屋根直下に沿って
屋根の下端部まで送る屋根直下流路と、屋根直下流路の下端側下部に位置する閉空間に設
けられた熱電変換素子とを備え、熱電変換素子は、その一方が前記閉空間側に位置し、そ
の他方が屋外に接するように配置されて、前記閉空間と屋外との温度差により温度差発電
を行うことを特徴とする。
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【０００９】
　家屋内の空気は、屋根直下に沿って屋根の下端部まで送る屋根直下流路を通過する際に
、高温状態となっている屋根からの熱を受けて温度が上昇し、この温度上昇した空気が、
屋根直下流路の下端側下部に位置する閉空間に送られる。そのため、閉空間内の空気と、
屋外の空気との間に温度差が生じ、熱電変換素子によって温度差発電を行うことができる
。
【００１０】
　本発明の家屋内発電装置においては、前記閉空間の内部には保温壁が形成されており、
前記熱電変換素子は、その一方が前記保温壁の内側に位置し、その他方が前記保温壁の外
側に位置するように配置されている構成とすることができる。
【００１１】
　閉空間の内部には保温壁が形成されていることにより、閉空間内の空気を高温で維持す
ることができ、閉空間内の空気と、屋外の空気との間に温度差が生じる状況を安定的に維
持することができる。
【００１２】
　本発明の家屋内発電装置においては、前記閉空間の下側を仕切る仕切り板に、前記閉空
間内の空気を排出する排出口が設けられており、前記排出口は、開閉自在な構造である構
成とすることができる。
【００１３】
　閉空間内は通常は密閉されているが、密閉されているままでは、屋根によって熱せられ
た空気が屋根直下流路を通って閉空間内に供給されなくなるため、屋根による加熱の効果
が得られにくくなる。そのため、適宜排出口を開けて、屋根によって熱せられた空気の供
給を促進することにより、温度差発電の効率を向上することができる。
【００１４】
　本発明の家屋内発電装置においては、前記屋根を構成する屋根材と、前記屋根直下流路
を構成する気流誘導材との間で熱伝導を行う熱伝導棒を備え、熱伝導棒は、棒状の本体部
と、本体部の両端に設けられた大径部とによって構成され、熱伝導棒の屋根材側の先端部
は、屋根材表面に露出せずに屋根材内部に埋め込まれている構成とすることができる。
【００１５】
　熱伝導棒によって、屋根材に蓄積された熱が屋根直下流路に伝達されるため、屋根直下
流路を通過する空気を高温に維持することができ、閉空間内を高温にして、温度差を形成
しやすくなる。また、熱伝導棒は、本体部の両端に設けられた大径部を有しているため、
屋根材との接触面積と、気流誘導材との接触面積とを大きくすることができ、熱伝導性能
を高めることができる。さらに、熱伝導棒の屋根材側の先端部は、屋根材表面に露出せず
に屋根材内部に埋め込まれているため、熱伝導棒の形成が雨漏りを誘発することを防止で
きる。
【００１６】
　本発明の家屋内発電装置においては、前記熱伝導棒は、前記屋根材に接する側と前記気
流誘導材に接する側とに分割されて、前記屋根材の下側に設けられた屋根裏材を通過する
部位に形成された空気層によって連結されている構成とすることができる。
【００１７】
　熱伝導棒の重要な機能は、屋根を構成する屋根材と、屋根直下流路を構成する気流誘導
材との間で熱伝導を行うことにあるが、屋根材と気流誘導材との間には、通常木製の屋根
裏材が存在しており、屋根裏材を通過する部位も熱伝導性の高い材質で形成されていると
、熱が屋根裏材に伝達されてしまい、気流誘導材に熱が効果的に伝達されなくなる。その
ため、屋根裏材を通過する部位に、断熱性の高い空気層を形成することにより、屋根裏材
への熱伝導を抑制し、気流誘導材に熱が効果的に伝達されるようにすることができる。
【００１８】
　本発明の家屋内発電装置においては、前記熱電変換素子には、閉空間側と屋外側のいず
れにも金属製の柱状体からなるヒートシンクが取り付けられている構成とすることができ
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る。
【００１９】
　ヒートシンクにより、放熱、吸熱の効果が高まるため、熱電変換素子に対して、温度差
を安定的に維持することができる。
【００２０】
　本発明の家屋内発電装置においては、前記ヒートシンクの柱状体は、長手方向に対して
垂直な断面において、放射状に形成された複数の突起を有している構成とすることができ
る。
【００２１】
　放射状に形成された複数の突起を有していることにより、空気と接する表面積を広くす
ることができ、ヒートシンクによる放熱、吸熱をより促進することができる。
【００２２】
　本発明の家屋の空調装置は、本発明の家屋内発電装置によって得られる電力によって、
家屋内の空気を循環させて空調を行うことを特徴とする。
【００２３】
　家屋内発電装置によって得られる電力を用いて、家屋内の送風機を動かして、家屋内の
空気を循環させることにより、他の電源に依存しない自立型の空調装置を実現することが
できる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によると、温度差が生じる状況を安定的に維持することを可能として、室内と屋
外との温度差を利用した家屋内発電装置と、この家屋内発電装置を用いた家屋の空調装置
を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係る家屋内発電装置と、家屋の空調装置の構成を示す図であ
る。
【図２】屋根直下流路の下端側下部に位置する閉空間の詳細を示す図である。
【図３】屋根と屋根直下流路との間の熱伝導構造を示す図である。
【図４】熱電変換素子の詳細を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、本発明の家屋内発電装置と、家屋の空調装置について、その実施形態に基づい
て説明する。
　図１に、本発明の実施形態に係る家屋内発電装置と、家屋の空調装置の構成を示す。
　家屋内には、家屋内の空気を家屋の上部に送り込む送風機１が設けられており、送風機
１によって家屋の上部に送り込まれた空気は、屋根２の直下に沿って形成された屋根直下
流路３を通って、屋根２の下端部４まで送られる。屋根直下流路３の下端側下部に位置す
る閉空間５には、熱電変換素子６が取り付けられている。熱電変換素子６は、その一方が
閉空間５側に位置し、その他方が屋外７に接するように配置されている。熱電変換素子６
として、ペルチェ素子等を用いることができる。
【００２７】
　家屋内の空気は、屋根２の直下に沿って屋根２の下端部４まで送る屋根直下流路３を通
過する際に、高温状態となっている屋根２からの熱を受けて温度が上昇し、この温度上昇
した空気が、閉空間５への入り口に設けられた流入口１１を介して、屋根直下流路３の下
端側下部に位置する閉空間５に送られるため、閉空間５内の空気と、屋外７の空気との間
に温度差が生じ、熱電変換素子６によって温度差発電を行うことができる。
【００２８】
　図２に、屋根直下流路３の下端側下部に位置する閉空間５の詳細を示す。
　閉空間５の内部には保温壁８が形成されており、熱電変換素子６は、その一方が保温壁
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８の内側に位置し、その他方が保温壁８の外側に位置するように配置されている。閉空間
５の内部に保温壁８が形成されていることにより、閉空間５内の空気を高温で維持するこ
とができ、閉空間５内の空気と、屋外７の空気との間に温度差が生じる状況を安定的に維
持することができる。
【００２９】
　閉空間５の下側を仕切る仕切り板９に、閉空間５内の空気を排出する排出口１０が設け
られており、排出口１０は、開閉自在な構造となっている。閉空間５内は通常は密閉され
ているが、密閉されているままでは、屋根２によって熱せられた空気が屋根直下流路３を
通って閉空間５内に供給されなくなるため、屋根２による加熱の効果が得られにくくなる
。そのため、適宜排出口１０を開けて、屋根２によって熱せられた空気の供給を促進する
ことにより、温度差発電の効率を向上することができる。
【００３０】
　図３に、屋根と屋根直下流路との間の熱伝導構造を示す。図３(ａ)は、屋根と屋根直下
流路を横方向から見た図であり、図３(ｂ)は、屋根の上方から見た説明図である。
　屋根２を構成する屋根材２１と、屋根直下流路３を構成する気流誘導材２２との間で熱
伝導を行う熱伝導棒２３を備えており、熱伝導棒２３は、棒状の本体部２４と、本体部２
４の両端に設けられた大径部２５ａ、２５ｂとによって構成されている。大径部２５ａ、
２５ｂは、本体部２４よりも径が大きくなるように形成されている。熱伝導棒２３の屋根
材２１側の先端部２６ａは、屋根材２１の表面に露出せずに、屋根材２１内部に埋め込ま
れている。また、熱伝導棒２３の気流誘導材２２側の大径部２５ｂは、気流誘導材２２に
直接接着されている。屋根材２１は、瓦、コロニアル等によって形成されており、太陽光
からの熱を吸収しやすくなっている。熱伝導棒２３は、熱伝導率の高い金属によって形成
されている。大径部２５ａ、２５ｂの形状は四角形に限定されず、状況に応じて適宜選択
できる。
【００３１】
　熱伝導棒２３によって、屋根材２１に蓄積された熱が屋根直下流路３に伝達されるため
、屋根直下流路３を通過する空気を高温に維持することができ、閉空間５内を高温にして
、温度差を形成しやすくなる。また、熱伝導棒２３は、本体部２４の両端に設けられた大
径部２５ａ、２５ｂを有しているため、屋根材２１との接触面積と、気流誘導材２２との
接触面積とを大きくすることができ、熱伝導性能を高めることができる。さらに、熱伝導
棒２３の屋根材２１側の先端部２６ａは、屋根材２１の表面に露出せずに、屋根材２１内
部に埋め込まれているため、熱伝導棒２３を設置することによる雨漏りの誘発を防止でき
る。
【００３２】
　熱伝導棒２３は、屋根材２１に接する側の先端部２６ａから気流誘導材２２に接する側
の先端部２６ｂまで、金属によって一体として成形することもできるが、図３に示すよう
に、屋根材２１の下側に設けられた屋根裏材２７を通過する部位に形成された空気層２８
によって連結されるようにすることもできる。この場合には、熱伝導棒２３は、屋根材２
１に接する側と気流誘導材２２に接する側とに分割されて、空気層２８に連結される構造
となる。空気層２８は、この部分を中空にすることによって容易に形成できる。
【００３３】
　熱伝導棒２３の重要な機能は、屋根２を構成する屋根材２１と、屋根直下流路３を構成
する気流誘導材２２との間で熱伝導を行うことにあるが、屋根材２１と気流誘導材２２と
の間には、通常木製の屋根裏材２７が存在しており、屋根裏材２７を通過する部位も熱伝
導性の高い材質で形成されていると、熱が屋根裏材２７に伝達されてしまい、気流誘導材
２２に熱が効果的に伝達されなくなる。そのため、屋根裏材２７を通過する部位に、断熱
性の高い空気層２８を形成することにより、屋根裏材２７への熱伝導を抑制し、気流誘導
材２２に熱が効果的に伝達されるようにすることができる。断熱性を高めるために、屋根
裏材２７との境界部位に、断熱材を設置することもできる。屋根材２１と屋根裏材２７と
の間には、ゴム等によって形成された防水シート２９が設置されている。上述した構造の
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熱伝導棒２３は、既設の屋根に後付けで取り付けることもできる他、予め屋根に組み込ん
だものを設置することもできる。
【００３４】
　図４に、熱電変換素子の詳細を示す。図４(ａ)は、熱電変換素子を横方向から見た図で
あり、図４(ｂ)は、熱電変換素子の上方から見た説明図である。
【００３５】
　図２を用いて説明したように、閉空間５の内部に保温壁８が形成されており、熱電変換
素子６は、その一方が保温壁８の内側に位置し、その他方が保温壁８の外側に位置するよ
うに配置されている。保温壁８の下側を仕切る仕切り板９に、保温壁８内の空気を排出す
る排出口１０が設けられており、排出口１０は、保温壁８内の圧力によって開閉する開閉
自在な構造となっている。
【００３６】
　熱電変換素子６には、閉空間５側と屋外７側のいずれにも、金属製の柱状体３０からな
るヒートシンク３１が取り付けられている。ヒートシンク３１により、放熱、吸熱の効果
が高まるため、熱電変換素子６に対して、温度差を安定的に維持することができる。
【００３７】
　図４（ｂ）に示すヒートシンク３１の柱状体３０は、長手方向に対して垂直な断面３２
が四角形状であるが、他の形状とすることもできる。図４（ｃ）、図４（ｄ）、図４（ｅ
）、図４（ｆ）に、ヒートシンク３１の柱状体３０の他の形状の具体的な例を示す。
【００３８】
　図４（ｃ）に示すものは、長手方向に対して垂直な断面３２が円形状であり、図４（ｄ
）に示すものは、長手方向に対して垂直な断面３２が長方形状である。また、図４（ｅ）
、図４（ｆ）に示すものは、長手方向に対して垂直な断面３２において、放射状に形成さ
れた複数の突起３３を有している構造となっている。このうち、図４（ｅ）は、長手方向
に対して垂直な断面３２が多角形のものに対して、複数の突起３３を放射状に形成したも
のであり、図４（ｆ）は、長手方向に対して垂直な断面３２が円形のものに対して、複数
の突起３３を放射状に形成したものである。
【００３９】
　このような放射状に形成された複数の突起３３を有していることにより、空気と接する
表面積を広くすることができ、ヒートシンク３１による放熱、吸熱をより促進することが
できる。
【００４０】
　上述した家屋内発電装置によって得られる電力は、電気設備の電源として利用できる他
、家屋内に設置された送風機１の電源として使用すると、他の電源を用いずに、家屋内の
送風機１を動かして、家屋内の空気を循環させることができ、自立型の空調装置として機
能させることができる。なお、図１においては、送風機１を代表して１機のみを表記して
いるが、必要に応じて家屋内に送風機１を複数設置して、家屋内の空気が効率的に循環す
るようにすることができる。
【００４１】
　なお、以上の説明においては、夏季において、屋根が高温となる状況を前提として説明
したが、冬季においては、屋根が低温となるため、熱伝導の方向を逆転させることによっ
て温度差を作り出し、温度差発電を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、温度差が生じる状況を安定的に維持することを可能として、室内と屋外との
温度差を利用した家屋内発電装置と、この家屋内発電装置を用いた家屋の空調装置として
、広く利用することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１　送風機
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　２　屋根
　３　屋根直下流路
　４　下端部
　５　閉空間
　６　熱電変換素子
　７　屋外
　８　保温壁
　９　仕切り板
　１０　排出口
　１１　流入口
　２１　屋根材
　２２　気流誘導材
　２３　熱伝導棒
　２４　本体部
　２５ａ、２５ｂ　大径部
　２６ａ、２６ｂ　先端部
　２７　屋根裏材
　２８　空気層
　２９　防水シート
　３０　柱状体
　３１　ヒートシンク
　３２　断面
　３３　突起
【要約】　　　（修正有）
【課題】温度差が生じる状況を安定的に維持することを可能として、室内と屋外との温度
差を利用した家屋内発電装置と、この家屋内発電装置を用いた家屋の空調装置を提供する
。
【解決手段】家屋内には、家屋内の空気を家屋の上部に送り込む送風機１が設けられてお
り、送風機１によって家屋の上部に送り込まれた空気は、屋根２の直下に沿って形成され
た屋根直下流路３を通って、屋根２の下端部４まで送られる。屋根直下流路３の下端側下
部に位置する閉空間５には、熱電変換素子６が取り付けられている。熱電変換素子６は、
その一方が閉空間５側に位置し、その他方が屋外７に接するように配置されている。閉空
間５の内部には保温壁が形成されている。
【選択図】図１
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