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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽熱や地中の地熱を有効に利用して、住宅の
室温調整を行う。
【解決手段】コンクリート製タンク２４を地中に埋設し
、そのコンクリート製タンク内に、熱交換パイプ２６を
配管し、コンクリート製タンク内を雨水又は地下水又は
水道水で満たすと共に、夏季においては、地中熱で冷や
された、コンクリート製タンク内の貯蔵水２７を利用し
て、全熱交換式換気扇５からの給気を、コンクリート製
タンク内の熱交換パイプを経由させ、弱冷風を各室に送
り込むため、効率よく弱冷風運転を行うことが出来る。
また、冬季においては、地中熱で温められたコンクリー
ト製タンクの弱温水を、太陽熱温水器２に循環させる事
により、コンクリート製タンクの弱温水が、更に温かく
なり、全熱交換式換気扇からの給気を、コンクリート製
タンクの中の熱交換バイプを経由させて温め、各室に温
風を送り込むことが可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の下部の地中に、建物の基礎部と一体に構成されたコンクリート製タンクを構築し
、コンクリート製タンク内に熱交換パイプを配管し、コンクリート製タンク内を雨水又は
水道水又は地下水で満たし、全熱交換型換気扇からの供給空気をコンクリート製タンク内
の熱交換パイプに導き、夏季は、全熱交換型換気扇からの供給空気を、地中熱で冷やされ
たコンクリート製タンク内の水と、熱交換パイプとの間で熱交換して冷やした後、給気パ
イプを経由して各階に給気し、冬季は、太陽熱温水器からの温水を、コンクリート製タン
ク内に循環させて、コンクリート製タンク内を温水状態とし、全熱交換型換気扇からの供
給空気を、コンクリート製タンク内の熱交換パイプに導き、コンクリート製タンク内の温
水と、熱交換パイプとの間で熱交換して温めた後、給気パイプを経由して各階に給気した
事を特徴とするアース・ソーラーシステム（一層式）。
【請求項２】
　夏季において、井戸からの冷たい地下水を、給水ポンプによりコンクリート製タンクに
給水すると共に、コンクリート製タンク内の熱交換パイプの中を、温かい供給空気が通過
する事により温められたコンクリート製タンク内の弱温水を、排水ポンプによりコンクリ
ート製タンクの上部から、井戸の回りに設けた砕石層に排水した事を特徴とする請求項１
記載のアース・ソーラーシステム（一層式）。
【請求項３】
　コンクリート製タンクの蓋を、熱を伝えて湿気を遮湿する遮湿板で構築し、夏季におい
ては、地中熱で冷されたコンクリート製タンク内の冷水の冷熱を利用して、コンクリート
製タンクの上部の居室を冷やすと共に、冬季においては、コンクリート製タンクの温水の
温熱を利用して、コンクリート製タンクの上部の居室を暖める事を特徴とする請求項１又
は２に記載のアース・ソーラーシステム（一層式）。
【請求項４】
　全熱交換型換気扇からの供給パイプに、除湿機を取付け、コンクリート製タンクの熱交
換パイプに接続した事を特徴とする請求項１記載のアース・ソーラーシステム（一層式）
。
【請求項５】
　建物の基礎を構築する、地中梁と地中梁の間の空間を、コンクリート製タンクとして利
用した事を特徴とする請求項１及至４のいずれか一つに記載のアース・ソーラーシステム
（一層式）。
【請求項６】
　建物の屋根断熱材料と外壁断熱材料、断熱樹脂サッシ、基礎外断熱材料を断熱等級四の
材料と部材で構築した事を特徴とする請求項１及至５のいずれか一つに記載のアース・ソ
ーラーシステム（一層式）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雨水又は地下水又は水道水を、地中のコンクリート製タンクに蓄えると共に
、熱源としては取扱いが簡易で熱容量が大きい水を利用して、冬は、太陽熱温水器で温め
た温水を地中のコンクリート製タンクに蓄え、夏は、地中熱により冷やされた貯蔵水を利
用すると共に、貯蔵水が温まった場合においては、コンクリート製タンク内の水を地下水
と入替えして冷水化し、全熱交換型換気扇からの供給空気をコンクリート製タンク内の熱
交換パイプを経由して各室に給気し、室温調節を行う為の装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の、小規模な住宅における室温調整は、夏季にはクーラーを使用し、冬季には電気
、ガス、石油等のエネルギーを利用して冷暖房を行って来たが、近年では地球温暖化防止
の観点から、エネルギー消費に伴うＣＯ２排出量の削減が急務となり、エネルギー消費量
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の削減や、さらに自然エネルギーへの代替が早急に望まれている。
【０００３】
　これに伴い、自然エネルギーの利用手段として、現在、一般的に普及しているものは、
太陽エネルギーを利用した、太陽熱温水器（熱効率５０～６０％）と太陽光発電（変換効
率１０～１５％）があるが、いずれも、太陽エネルギーだけを利用する省エネ技術は天候
に左右され易く、不安定な点から、単独では利用が出来ず、他のエネルギーと兼用して利
用されて来た為、なお一層の改良が求められている。
【０００４】
　これに対して、地下３～４ｍの地中は、年間を通じて安定した温度を保つことから、夏
季は外気と比べて低温となり、冬季は外気と比べて暖温となる。そのため、従来からこの
ような地熱を利用した設備は、大型の建物や公共設備等で実験的に施工されているが、そ
の利用方法は、冬の間に自然界で出来た氷を保存しておき、その氷を夏季に地下に設けた
蓄熱槽に移して冷水を作り、その冷水を各室に循環させて冷房を行うことが一般的であり
、大掛かりな工事が必要となり、しかも、定期的に蓄熱層に氷を補充しなければならず、
小規模な住宅用としては不向きであった。
【０００５】
　さらに、地中熱を利用したヒートポンプ方式で、家庭内の給湯と、室内の冷暖房を行う
方法も行われているが、水平ループ方式（地中に深さ１～２ｍの堀を堀り、そこに採熱用
パイプを這わせて埋設する）では、建坪１００ｍ２の住宅の熱源を得るために４００～６
００ｍの採熱用パイプを埋設することが必要であり、又、垂直ループ方式（地中に深さ５
０～１００ｍの井戸を堀り、そこに採熱用パイプを埋設する）では２本の井戸が必要とな
り、一般住宅用で３００～５００万円の費用を要すると共に、ヒートポンプの稼動コスト
（電気代）が、深夜電力を利用した電気温水器の約７５％かかるといった問題があった。
【０００６】
　また、平成１５年７月に建築基準法が改正され、「シックハウス対策」として、居室の
２４時間換気（１時間で居室体積の０．５回分を換気させる事）が義務づけられた。
【０００７】
　そこで、本出願人は、特許文献１に記載された、建築基準法に対応できる「アース・ソ
ーラーシステム（二層式）」を発明し出願した。この発明によれば、貯水タンクと、貯温
水タンクの２つのタンクを地中に埋設し、その双方のタンク内に、外気取入口から各室の
２４時間給気パイプに連通する熱交換パイプを配管し、貯水タンクを雨水又は地下水又は
水道水で満たすと共に、貯温水タンクは太陽熱温水器からの温水で満たし、前記、熱交換
パイプに設けた開閉バルブを操作する事により、夏季においては、冬季の冷たい外気で冷
やしておいた貯水タンク内の冷水を利用して、外気を貯水タンク内の熱交換パイプを経由
させ、暑い外気を冷やして各室に送り込むため、効率よく冷風運転を行うことが出来る。
また、冬季においては、夏季の暑い外気で温めておいた貯水タンクの弱温水に冷たい外気
を熱交換バイプを経由して暖めると共に、さらに太陽熱温水器を利用した、貯温水タンク
内の温水中の熱交換パイプを経由するため、各室に温風を送り込むことが可能となる。
【特許文献１】特願２００７－４２８９５
【０００８】
　しかしながら、本出願人の出願した特許においては、貯水タンクと貯温水タンクの２つ
のタンクを必要とした為、配管が複雑になり、開閉バルブの数も増え、高価格になると共
に、施工する為の工期も長く必要であった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、このような、従来の欠点に鑑みて、自然との調和を図る事を目的とし、石油
、ガス、電気等の人工エネルギーの浪費を抑え、太陽熱や地中の地熱を有効に利用して、
住宅の室温調整を行うものであり、その為に、夏季は、地中熱により冷やされた、貯蔵水
を利用して冷風運転を行い、冬季は、地中熱により温められた、温かい貯蔵水と、さらに
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太陽熱温水器により温めた温水を利用して暖房運転を行い、エネルギーコストが低く、構
造が簡単な冷暖房装置を提供する事を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本出願人の出願した特許文献１による発明では、上記のような問題が発生した為、当社
では、新たに、一層式のコンクリート製タンクと天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇を
利用し、さらに建物には次世代省エネタイプの断熱等級四の構造を採用して、社内で試験
を繰り返した結果、一層式でも、前記、特許文献１に記載された二層式タイプと同等の試
験結果が得られた為、本発明を特許出願すると同時に、新製品の発売に踏み切る事となっ
た。
【００１１】
　かかる課題を達成するために、請求項１に記載の発明は、建物の下部の地中に、建物の
基礎部と一体に構成されたコンクリート製タンクを構築し、コンクリート製タンク内に熱
交換パイプを配管し、コンクリート製タンク内を雨水又は水道水又は地下水で満たし、全
熱交換型換気扇からの供給空気をコンクリート製タンク内の熱交換パイプに導き、夏季は
、全熱交換型換気扇からの供給空気を、地中熱で冷やされたコンクリート製タンク内の水
と、熱交換パイプとの間で熱交換して冷やした後、給気パイプを経由して各階に給気し、
冬季は、太陽熱温水器からの温水を、コンクリート製タンク内に循環させて、コンクリー
ト製タンク内を温水状態とし、全熱交換型換気扇からの供給空気を、コンクリート製タン
ク内の熱交換パイプに導き、コンクリート製タンク内の温水と、熱交換パイプとの間で熱
交換して温めた後、給気パイプを経由して各階に給気した事を特徴とする。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の構成に加え、夏季において、井戸からの冷
たい地下水を、給水ポンプによりコンクリート製タンクに給水すると共に、コンクリート
製タンク内の熱交換パイプの中を温かい供給空気が通過する事により温められたコンクリ
ート製タンク内の弱温水を、排水ポンプによりコンクリート製タンクの上部から、井戸の
回りに設けた砕石層に排水した事を特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の構成に加え、コンクリート製タンク
の蓋を、熱を伝えて湿気を遮湿する遮湿板で構築し、夏季においては、地中熱で冷された
コンクリート製タンク内の冷水の冷熱を利用して、コンクリート製タンクの上部の居室を
冷やすと共に、冬季においては、コンクリート製タンクの温水の温熱を利用して、コンク
リート製タンクの上部の居室を暖める事を特徴とする。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の構成に加え、全熱交換型換気扇からの供給
パイプに、除湿機を取付け、コンクリート製タンクの熱交換パイプに接続した事を特徴と
する。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１及至４のいずれか一つに記載の構成に加え、建物の
基礎を構築する、地中梁と地中梁の間の空間を、コンクリート製タンクとして利用した事
を特徴とする。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１及至５のいずれか一つに記載の構成に加え、建物の
屋根断熱材料と外壁断熱材料、断熱樹脂サッシ、基礎外断熱材料を断熱等級四の材料と部
材で構築した事を特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の発明によれば、住宅の基礎部と一体にコンクリート製タンクを構築し
た事により、従来のように、貯水タンクと貯温水タンクを、住宅の基礎と別々に製造して
、現場で、それぞれ施工する必要が無くなり、さらに、住宅の大きさに合わせて、コンク
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リート製タンクの大きさを自在に作る事が可能となり、冬季においては、コンクリート製
タンク内の貯蔵水が地中熱により温められる事に加え、さらに、太陽熱によって温められ
た太陽熱温水器のお湯を、コンクリート製タンクの中に循環させる事により、コンクリー
ト製タンク内の貯蔵水が温水となり、全熱交換型換気扇から供給される供給空気は、熱交
換パイプ内で、コンクリート製タンク内の温水との間で熱交換されて温風となって各居室
に供給される。また、夏季においては、地中熱により冷やされた、貯蔵水の中の熱交換パ
イプに、全熱交換型換気扇から供給される供給空気を送り込み、貯蔵水との間で熱交換を
行う事により、供給空気は弱冷風となって各居室に給気される。このように、全熱交換型
換気扇と地中熱を利用する事により、熱効率が高まり、省エネにも貢献する事が可能とな
る。さらに、従来のように、貯水タンクと貯温水タンクを別々に設置する必要が無くなり
、工期の短縮と、大幅にコストの低減を図る事が出来る。
【００１８】
　請求項２に記載の発明によれば、全熱交換型換気扇からの、夏の暑い空気を貯蔵水の中
の熱交換パイプを経由させる事により貯蔵水が温かくなった場合、井戸からの冷たい地下
水を、給水ポンプによりコンクリート製タンクに給水して、夏の暑い空気で温められたコ
ンクリート製タンク内の貯蔵水を、再び、冷水と入替える事が可能となると共に、さらに
、夏の暑い空気により温められた貯蔵水を、井戸の回りに設けた砕石層に排水して地中に
戻す事により、地下水位の低下を防ぐ事が出来る。また排水された水が再び地中熱で冷や
されて、地下水として循環する為に環境が破壊される事がない。
【００１９】
　請求項３に記載の発明によれば、コンクリート製タンクの蓋を、熱を伝えて湿気を遮湿
する遮湿板で構築した事により、貯蔵水の熱が、遮湿板を介して上階に伝わり、冬は、太
陽熱温水器で温められた温かい貯蔵水により、室内を暖かく保つ事が可能となるばかりで
なく。夏には、地下水を利用した冷たい貯蔵水により、室内を冷やす事が可能となり、エ
ネルギーを殆ど使用しない、冷暖房システムを提供出来る。
【００２０】
　請求項４に記載の発明によれば、全熱交換型換気扇からの供給パイプに、除湿機を取付
けた事により、夏季や梅雨等の湿度の高い時期には、全熱交換型換気扇からの供給空気を
、湿度も同時に調整する事が可能となり、各室に、それぞれ別々に、複数の除湿機を設置
した場合に比べて、エネルギー効率が良くなる。
【００２１】
　請求項５に記載の発明によれば、建物の基礎を構築する、地中梁と地中梁の間の空間を
有効に利用する事が可能となり、本発明の為に、新たにコンクリート製タンクを構築しな
くとも、安価で容易に、本発明を実施する事が可能となる。
【００２２】
　請求項６に記載の発明によれば、建物の屋根断熱材料と外壁断熱材料、断熱樹脂サッシ
、基礎外断熱材料を断熱等級四の材料と部材で構築した事により、建物全体の断熱効果が
改善されて、建物の熱効率がさらに高まり、なお一層の省エネが可能となる。
【実施例１】
【００２３】
　以下、この発明の実施の形態１について説明する。
［発明の実施の形態１］
【００２４】
　図１及至図３は、本発明の太陽熱温水器と地中熱と地下水を通年（夏・冬）利用した、
木造住宅断面のシステム図である。以下に、太陽熱と地中熱と地下水を利用した冷暖房シ
ステムを説明する。
【００２５】
　木造住宅３は、３階建ての住宅で、１階室内Ｋ、２階室内Ｌ、３階室内Ｍで構成され、
屋根４には、太陽熱温水器２が設置されると共に、２階室内Ｌ、３階室内Ｍには、それぞ
れ、２室給気が可能な、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５、６６が設置される。さ
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らに、１階室内Ｋには、６室給気が可能な、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５２が
設置される。また、木造住宅３の基礎２０には、コンクリート製タンク２４が基礎２０と
一体となって構築されて地中に埋設される。この場合の、コンクリート製タンク２４の内
容量は、建物延床面積が約５０坪の木造住宅３の場合、約１０トン（縦２メートル×横３
メートル×高さ２メートル）の大きさのタンクが最適である。
【００２６】
　このように構成された、コンクリート製タンク２４の上面には、遮湿板３０が取付けら
れる。この遮湿板３０の材質は、湿気を通さず、熱を伝える事が可能なステンレス等の材
質が望ましい。さらに、このコンクリート製タンク２４に地下水を供給する為、木造住宅
３の近傍に井戸１８を掘ると共に、井戸１８に井戸給水パイプ１９を挿入して、その井戸
給水パイプ１９に給水ポンプ１４を接続する。このように構成された井戸給水パイプ１９
を、コンクリート製タンク２４の底部近傍の給水吐出口２３まで配管する事により、冷た
い地下水をコンクリート製タンク２４に供給する事が可能となる。
【００２７】
　なお、このように給水された地下水の排水方法に関しては、井戸１８上部の回りに排水
溝１６を構築し、さらに井戸１８の回りに砕石層１７を施工して排水された水の浸透を助
けると共に、コンクリート製タンク２４の上部の貯蔵水２７を排水溝１６に排水する為に
、排水パイプ１５をコンクリート製タンク２４の上部から排水溝１６の上部まで配管し、
その排水パイプ１５に排水ポンプ１３を取付け、排水取込口２１から貯蔵水２７を給水し
て排水溝１６に排水させる。なお、この排水ポンプ１３の動作方法については、手動で操
作する以外に、コンクリート製タンク２４の上部にフロート（図示せず）を設置してフロ
ートの上下動作により排水ポンプ１３の電源をＯＮ、ＯＦＦさせ排水ポンプ１３を自動運
転して、貯蔵水２７を排水させる事も可能である。
【００２８】
　また、コンクリート製タンク２４には、太陽熱温水器２からの温水を循環させる為の、
温水パイプ７４、８８が配管されると共に、温水パイプ８８には温水を送水、停止する為
の、開閉バルブ７７が取付けられる。さらに、風呂に給湯する為、温水パイプ７４から風
呂温水パイプ８４が分岐され、その風呂温水パイプ８４には、水栓４７と蛇口４６が取付
けられる。
【００２９】
　さらに、コンクリート製タンク２４と太陽熱温水器２の間には、給水パイプ７３と循環
パイプ８９と排水パイプ３１が接続され、循環パイプ８９には、水を送水、停止する為の
、開閉バルブ８０が取付けられ、給水パイプ７３には、水を送水する為の送水ポンプ７８
が取付けられる。また、開閉バルブ８０と送水ポンプ７８の間には、給水パイプ７３に水
を給水する為の、給水パイプ９１が接続され、この給水パイプ９１は給水管９２（上水道
）に接続される。なお、給水パイプ９１には水を送水、停止する為の開閉パルブ７９が取
付けられる。さらに、排水パイプ３１と循環パイプ８９には、排水パイプ８２が接続され
、その排水パイプ８２には、水を排水する為の、排水ポンプ８１と、排水を送水、停止す
る為の開閉パルブ９０が取付けられる。このように構成された排水パイプ８２は、排水溝
９３に接続される。
【００３０】
　つづいて、熱交換パイプ２６について説明する。１階室内Ｋに設置された、６室給気の
可能な、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５２より配管された６本の供給パイプの内
、２本の供給パイプ３８、４０を１階室内Ｋの、それぞれの各室に配管すると共に、残り
の４本の供給パイプ９、１０、１１、１２は集合パイプ３７に結合されて一本の集合パイ
プ３７となり、さらに集合パイプ３７は、連通空気パイプ４２と熱交換パイプ２６に分岐
され、一方の熱交換パイプ２６には供給空気を供給、停止させるための開閉バルブ３６を
取付け、他方の連通空気パイプ４２にも、供給空気を供給、停止させるための開閉バルブ
３５が取付けられる。
【００３１】
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　このように分岐された、熱交換パイプ２６は、コンクリート製タンク２４内を長く蛇行
した後、再び連通空気パイプ４２と集合して一本の連通空気パイプ３３となる。そして、
その連通空気パイプ３３には、供給空気を送風する為の送風ファン３４が取付けられる。
【００３２】
　そして、連通空気パイプ３３は、再び、４本の給気パイプ４４、４８、５８、６０に分
岐される。このようにして分岐された、４本の給気パイプの内の、給気パイプ４４の吹出
口は１階床下４１に設置される。さらに給気パイプ４８の吹出口は１階天井５０に設置さ
れ。さらに給気パイプ５８の吹出口は２階天井５５に設置される。さらに給気パイプ６０
の吹出口は３階天井６３に配置される。
【００３３】
　以上のような構成において、図１により冬季における各室の暖房運転について説明する
。
【００３４】
　最初に、コンクリート製タンク２４と太陽熱温水器２への給水方法について説明する。
最初に、水を送水、停止させるための開閉バルブ８０を閉じ、続いて、温水を送水、停止
させるための開閉バルブ７７を開け、さらに太陽熱温水器２の空気抜き弁（図示せず）を
開け、さらに送水ポンプ７８を駆動すると同時に、水を送水、停止させるための開閉バル
ブ７９を開ける事により、地中の給水管９２に接続された給水パイプ９１より水が矢印７
６方向に送られ、給水パイプ７３を経由して矢印７１方向から矢印６９方向に送られ、太
陽熱温水器２に給水される。そして太陽熱温水器２が水で満たされた後、太陽熱温水器２
の空気抜き弁（図示せず）を閉じる。このようにして、太陽熱温水器２を満たした水は、
温水パイプ７４を矢印６８方向から矢印７２方向に流れ、温水パイプ８８を経由して矢印
３２方向に流れ、コンクリート製タンク２４を水で満たす。このようにコンクリート製タ
ンク２４が水で満たされた後、送水ポンプ７８を停止し、水を送水、停止させるための開
閉バルブ７９を閉める。
【００３５】
　つづいて、貯蔵水２７の排水方法について説明する。水を送水、停止させるための開閉
パルブ８０を閉め、排水を送水、停止させるための開閉バルブ９０を開け、排水ポンプ８
１を駆動させる事により、貯蔵水２７は、矢印２９方向から排水パイプ３１を経由して排
水溝９３に排水される。
【００３６】
　つづいて、太陽熱温水器２の熱いお湯を、コンクリート製タンク２４に循環させる方法
について説明する。まず、水を送水、停止させるための開閉バルブ７９が閉まっているの
を確認して、つづいて、排水を送水、停止させるための開閉バルブ９０が閉まっているの
を確認して、さらに、水を送水、停止させるための開閉バルブ８０を開け、温水を送水、
停止させるための開閉バルブ７７を開け、送水ポンプ７８を駆動させる事により、太陽熱
温水器２で温められた温水は、矢印６８方向から矢印７２方向に送られ、温水パイプ８８
を経由して矢印３２で示した様に、コンクリート製タンク２４の上部に注入される。また
、このように送水ポンプ７８が駆動される事により、コンクリート製タンク２４の下部ま
で伸ばした、排水パイプ３１より、矢印２９で示すように、コンクリート製タンク２４の
下部の冷たくなった貯蔵水２７が給水され、矢印７１方向から矢印６９方向に送られて、
再び、太陽熱温水器２に戻る。このようにして、太陽熱温水器２で温められた温水は、太
陽熱温水器２とコンクリート製タンク２４を循環する為、コンクリート製タンク２４の中
の貯蔵水２７は温水となる。
【００３７】
　このようにしてコンクリート製タンク２４に温水が貯留されるため、曇りや雨の日が続
いた場合でも、水を送水、停止するための開閉バルブ８０を開け、温水を送水、停止する
ための開閉バルブ７７を開け、送水ポンプ７８を駆動して、水栓４７を開ける事により、
コンクリート製タンク２４に溜めた温水の貯蔵水２７が、排水バイプ３１の矢印２９方向
から、給水パイプ７３の矢印７１方向を経て矢印６９方向に送られ、太陽熱温水器２を経
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由して温水パイプ７４の矢印６８方向から、矢印７２方向に送られ、さらに矢印７５方向
に送られた温水は、蛇口４６から風呂に給湯される。このように、冬季で、曇りや雨の日
が長く続いた場合でも、コンクリート製タンク２４に蓄えられた温水を、給水パイプ７３
から温水パイプ７４に循環させる事により、コンクリート製タンク２４内の温水を風呂に
給湯する事が可能となる。
【００３８】
　なお、通常の状態で、風呂にお湯を給湯する場合は、水を送水、停止するための開閉バ
ルブ７９を開き、水を送水、停止するための開閉バルブ８０を閉め、温水を送水、停止す
るための開閉バルブ７７を閉め、水栓４７を開く事により、太陽熱温水器２で温められた
温水が矢印７５方向に送られ蛇口４６より風呂に給湯されると共に、風呂に給湯されたお
湯の量と同量の水が、給水パイプ９１より給水パイプ７３を経由して矢印７１方向から矢
印６９方向に送られ太陽熱温水器２に給水される。
【００３９】
　以上のような構成において、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５２から供給される
供給空気が、コンクリート製タンク２４の中の熱交換パイプ２６により貯蔵水２７との間
で熱交換され、各室に供給される迄を説明する。図１に示すように、最初に、供給空気を
送風、停止させるための開閉バルブ３５を閉め、次に、供給空気を送風、停止させるため
の開閉バルブ３６を開け、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５２と送風ファン３４を
駆動させることにより、室内のよごれた空気が、室内側吸込空気（汚れた空気）Ｊから全
熱交換型換気扇５２に吸い込まれ、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮な空気と
なり、６本の供給パイプに供給される。そして６本の供給パイプの内の２本は、供給パイ
プ３８、４０を経由して吹出口３９、４５より１階室内に給気される。他方の、４本の供
給パイプ９、１０、１１、１２より供給される新鮮な空気は、一本の集合パイプ３７に結
合されて、熱交換パイプ２６内を、矢印２２方向から、矢印２５方向に送られ、貯蔵水２
７の温水との間で熱交換され、新鮮な空気は、温風となって矢印２８方向に送られる。
【００４０】
　このようにして、温風となった、新鮮な温かい空気は、送風ファン３４を駆動すること
により、４本の給気パイプ４４、４８、５８、６０に送られる。そして給気パイプ４４に
送り込まれた新鮮で温かい空気は、矢印４３方向より１階床下４１に供給されて１階床下
４１を暖める。さらに、給気パイプ４８に送り込まれた、新鮮な温かい空気は、矢印４９
方向より１階天井５０に送り込まれて１階天井５０内部を暖める。次に、給気パイプ５８
に送り込まれた、新鮮で温かい空気は、矢印５９方向より２階天井５５内部に送り込まれ
て２階天井５５内部を暖める。また、給気パイプ６０に送り込まれた、新鮮で温かい空気
は、矢印７０方向より３階天井６３内部に送り込まれて３階天井６３内部を暖める。この
ようにして、１階床下４１、１階天井５０、２階天井５５、３階天井６３を暖める事によ
り、１階室内Ｋ、２階室内Ｌ、３階室内Ｍの各室内を暖める事が出来る。また、１階床下
４１と１階天井５０、２階天井５５、３階室内６３にはガラリ（図示せず）を設けて、各
々、１階室内Ｋ、２階室内Ｌ、３階室内Ｍと通気出来るように構成する。
【００４１】
　なお、矢印４３、４９、５９、７０より給気される温風が暑過ぎる場合は、供給空気を
送風、停止させるための開閉バルブ３５を暖かさに応じて適量開放し、天井ビルトイン型
の全熱交換型換気扇５２から送り込まれる供給空気を、熱交換パイプ２６と連通空気パイ
プ４２の両方のパイプに送り込むことにより、冬の冷たい空気と、コンクリート製タンク
２４内の熱交換パイプ２６内で温められた温風が連通空気パイプ３３内で混合され搬送空
気の温度を調整することが可能となる。
【００４２】
　また、図２で示す、夏季における各室の冷風運転については、冬に暖められたコンクリ
ート製タンク２４内の貯蔵水２７の温度を地中温度と同一温度にする為、温水を送水、停
止させる為の、開閉バルブ７７を閉め、水を送水、停止させる為の、開閉バルブ８０を閉
め、太陽熱温水器２からの温水が、コンクリート製タンク２４の中を循環しないようにさ
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せる事により、貯蔵水２７は、回りの地中熱により冷やされて地中温度と同一温度となる
。
【００４３】
　このようにして、地中温度と同一に弱冷水化した貯蔵水２７内の熱交換パイプ２６に、
天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５２から供給空気を送り込むため、供給空気を送風
、停止させるための開閉バルブ３５を閉め、供給空気を送風、停止させるための開閉バル
ブ３６を開け、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５２と送風ファン３４を駆動させる
ことにより、室内のよごれた空気が、室内側吸込空気（汚れた空気）Ｊから、天井ビルト
イン型の全熱交換型換気扇５２に吸い込まれ、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新
鮮な空気となり、６本の供給パイプに供給される。６本の供給パイプの内の２本は、供給
パイプ３８、４０を経由して吹出口３９、４５より、１階室内に給気される。また、別の
、４本の供給パイプ９、１０、１１、１２より供給される新鮮な空気は、一本の集合パイ
プ３７に結合されて、熱交換パイプ２６内を矢印２２方向から、矢印２５方向に送られ、
地中温度と同一に、弱冷水化した貯蔵水２７との間で熱交換され、新鮮な空気は、弱冷風
となって矢印２８方向に送られる。
【００４４】
　このようにして、弱冷風となった、新鮮な空気は、連通空気パイプ３３から送風ファン
３４を経由して、４本の給気パイプ４４、４８、５８、６０に送られ、給気パイプ４４に
送り込まれた、新鮮な弱冷風の空気は、矢印４３方向より１階床下４１内部に供給されて
１階床下４１内部を冷やす。さらに、給気パイプ４８に送り込まれた、新鮮な弱冷風の空
気は、矢印４９方向より１階天井５０内部に送り込まれて１階天井５０内部を冷やす。次
に、給気パイプ５８に送り込まれた、新鮮な弱冷風の空気は、矢印５９方向より２階天井
５５内部に送り込まれて２階天井５５内部を冷やす。また、給気パイプ６０に送り込まれ
た、新鮮な弱冷風の空気は、矢印７０方向より３階天井６３内部に送り込まれて３階天井
６３内部を冷やす。このようにして、１階床下４１、１階天井５０、２階天井５５、３階
天井６３を冷やす事により、１階室内Ｋ、２階室内Ｌ、３階室内Ｍの各室内を冷やす事が
出来る。また、１階床下４１と１階天井５０、２階天井５５、３階室内６３にはガラリ（
図示せず）を設けて、各々、１階室内Ｋ、２階室内Ｌ、３階室内Ｍと通気出来るように構
成する。
【００４５】
　なお、矢印４３、４９、５９、７０より給気される弱冷風が涼し過ぎる場合は、供給空
気を送風、停止させるための開閉バルブ３５を涼しさに応じて適量開放し、天井ビルトイ
ン型の全熱交換型換気扇５２から送り込まれる供給空気を、熱交換パイプ２６と連通空気
パイプ４２の両方のパイプに送り込むことにより、夏の温かい空気と、コンクリート製タ
ンク２４内の熱交換パイプ２６内で冷やされた弱冷風が連通空気パイプ３３内で混合され
搬送空気の温度を調整することが可能となる。
【００４６】
　また、図３に示す、冷暖房運転を必要としない、春秋の季節では、供給空気がコンクリ
ート製タンク２４内の熱交換パイプ２６を経由しないように、搬送空気を送風、停止させ
る為の、開閉バルブ３６を閉め、搬送空気を送風、停止させる為の、開閉バルブ３５を開
け、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５２と送風ファン３４を駆動させることにより
、室内のよごれた空気が、室内側吸込空気（汚れた空気）Ｊから、天井ビルトイン型の全
熱交換型換気扇５２に吸い込まれ、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮な空気と
なり、６本の供給パイプに供給される。６本の供給パイプの内の２本は、供給パイプ３８
、４０を経由して吹出口３９、４５より、１階室内に給気される。また、別の、４本の供
給パイプ９、１０、１１、１２より供給される新鮮な空気は、一本の集合パイプ３７に結
合されて、連通空気パイプ４２内を矢印９９方向に送られ、４本の給気パイプ４４、４８
、５８、６０に送られ、給気パイプ４４に送り込まれた、新鮮な空気は、矢印４３方向よ
り１階床下４１内部に供給される。さらに、給気パイプ４８に送り込まれた、新鮮な空気
は、矢印４９方向より１階天井５０内部に送り込まれる。次に、給気パイプ５８に送り込
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まれた、新鮮な空気は、矢印５９方向より２階天井５５内部に送り込まれる。また、給気
パイプ６０に送り込まれた、新鮮な空気は、矢印７０方向より３階天井６３内部に送り込
まれる。尚、１階床下４１と１階天井５０、２階天井５５、３階天井６３にはガラリ（図
示せず）を設け、各々、１階室内Ｋ、２階室内Ｌ、３階室内Ｍと通気可能とし、各居室を
２４時間換気する。
【実施例２】
【００４７】
　以下、この発明の実施の形態２について説明する。
［発明の実施の形態２］
【００４８】
　図４及至６は、この発明の実施の形態２を示す。上記発明の実施の形態１では、図１で
示すように、３階天井６３に、２室給気が可能な、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇
５が設置される。３階室内Ｍの室内側吸込空気（汚れた空気）Ｃは、天井ビルトイン型の
全熱交換型換気扇５に吸い込まれ、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮な空気と
なり、２本の供給パイプ６５、６７を経由して吹出口６２、６４より、室内側供給空気（
新鮮な空気）Ａ、Ｂとなり、３階室内に供給される。同様に、２階にも２階天井５５に、
２室給気が可能な、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇６６が設置される。２階室内Ｌ
の室内側吸込空気（汚れた空気）Ｆは、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇６６に吸い
込まれ、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮な空気となり、２本の供給パイプ５
３、５６を経由して吹出口５４、５７より、室内側供給空気（新鮮な空気）Ｄ、Ｅとなり
、２階室内Ｌに供給される。
【００４９】
　また、１階には１階天井５０に、６室給気が可能な、天井ビルトイン型の全熱交換型換
気扇５２が設置される。１階室内Ｋの室内側吸込空気（汚れた空気）Ｊは、天井ビルトイ
ン型の全熱交換型換気扇５２に吸い込まれ、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮
な空気となり、６本の供給パイプの内の２本の供給パイプは、供給パイプ３８、４０を経
由して吹出口３９、４５より、室内側供給空気（新鮮な空気）Ｇ、Ｈとなり、１階室内に
供給される。さらに、残りの４本の供給パイプ９、１０、１１、１２は、一本の集合パイ
プ３７に結合され、その集合パイプ３７は、連通空気パイプ４２と熱交換パイプ２６に分
岐され、一方の熱交換パイプ２６には、供給空気を供給、停止させるための開閉バルブ３
６を取付け、他方の連通空気パイプ４２にも、供給空気を供給、停止させるための開閉バ
ルブ３５が取付けられる。
【００５０】
　このように分岐された、熱交換パイプ２６は、コンクリート製タンク２４内を蛇行して
、長時間にわたりコンクリート製タンク２４内の貯蔵水２７との間で熱交換が行われる。
そして、このように、分岐された連通空気パイプ４２と熱交換パイプ２６は、再び集合し
て一本の連通空気パイプ３３となり、その連通空気パイプ３３には送風ファン３４が取付
けられる。
【００５１】
　そして、連通空気パイプ３３は、再び、給気パイプ４４、４８、５８、６０の４本に分
岐される。このようにして分岐された、給気パイプ４４の吹出口は１階床下４１内部に設
置され、給気パイプ４８の吹出口は１階天井５０内部に設置され、給気パイプ５８の吹出
口は２階天井５５内部に設置され、給気パイプ６０の吹出口は３階天井６３内部に配置さ
れ、それぞれの吹出口から矢印４３、矢印４９、矢印５９、矢印７０方向に給気され、１
階床下４１、１階天井５０、２階天井５５、３階天井６３の内部を、冬季は暖め、夏季は
冷やす構造について説明してきたが。
【００５２】
　この発明の実施の形態２では、図４に示すように、壁埋込型・全熱交換型換気扇を利用
した、換気システムと、１階天井５０に設けた、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇１
４５からの供給空気を、全て、コンクリート製タンク２４内の熱交換パイプを経由して各
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室に供給した場合について説明する。３階室内ＡＭの汚れた空気は、壁に設置された室内
側、空気吐出・吸込口ＡＣから、壁埋込型・全熱交換型換気扇１５９に吸い込まれて、室
外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮な空気となり、室内側、空気吐出・吸込口ＡＣ
から３階室内ＡＭに給気される。同様に、２階室内ＡＬの汚れた空気は、壁に設置された
室内側、空気吐出・吸込口ＡＦから、壁埋込型・全熱交換型換気扇１５３に吸い込まれて
、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮な空気となり、室内側、空気吐出・吸込口
ＡＦから２階室内ＡＬに給気される。壁埋込型・全熱交換型換気扇の利点としては、天井
内に新鮮な空気を送る、供給パイプを天井内部に通す必要が無くなり、その分、天井高さ
を高くする事が可能となる。
【００５３】
　また、１階には１階天井５０に、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇１４５が設置さ
れる。１階室内ＡＫの室内側、空気吸込口（汚れた空気）ＡＪは、天井ビルトイン型の全
熱交換型換気扇１４５に吸い込まれ、室外側吸込空気との間で熱交換されて、新鮮な空気
となり、４本の供給パイプ１２３、１２４、１２５、１２６を経由して、一本の集合パイ
プ１３５に集合され、その集合パイプ１３５は、連通空気パイプ１３６と熱交換パイプ１
２９に分岐され、一方の熱交換パイプ１２９には、供給空気を供給、停止させるための開
閉バルブ１３４を取付け、他方の連通空気パイプ１３６にも、供給空気を供給、停止させ
るための開閉バルブ１３３が取付けられる。
【００５４】
　このように分岐された、熱交換パイプ１２９は、コンクリート製タンク２４内を蛇行し
て、長時間にわたりコンクリート製タンク２４内の貯蔵水２７との間で熱交換が行われる
。そして、このように、分岐された連通空気パイプ１３６と熱交換パイプ１２９は、再び
集合して一本の連通空気パイプ１３１となり、その連通空気パイプ１３１には送風ファン
１３２が取付けられる。
【００５５】
　さらに、連通空気パイプ１３１は、再び、給気パイプ１３８、１４２、１４８、１５４
の４本に分岐される。このようにして分岐された、給気パイプ１３８の吹出口は１階床下
４１に設置され、矢印１３７方向に給気される。給気パイプ１４２は１階天井５０内の給
気パイプ１４６に接続され、１階天井５０に設置された、吹出口１４３、吹出口１４４か
ら１階室内ＡＫに給気ＡＧ、ＡＨされる。さらに、給気パイプ１４８は２階天井５５内の
給気パイプ１５１に接続され、２階天井５５に設置された、吹出口１５０、吹出口１５２
から２階室内ＡＬに給気ＡＤ、ＡＥされる。また、給気パイプ１５４は３階天井６３内の
給気パイプ１５７に接続され、３階天井６３に設置された、吹出口１５６、吹出口１５８
から３階室内ＡＭに給気ＡＡ、ＡＢされる。このように、この発明の実施の形態２では、
ビルトイン型の全熱交換型換気扇１４５の供給空気を、全て、コンクリート製タンク２４
内の熱交換パイプ１２９を経由させ、直接、室内の暖房に利用している。同様に、図２で
示した天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇と太陽熱温水器と地中熱を利用した夏季にお
ける各室の弱冷風システム図を、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇と、壁埋込型・全
熱交換型換気扇に、置き換えた場合を、図５で示している。さらに、図３で示した冷暖房
運転を必要としない、春秋のシステム図を、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇と、壁
埋込型・全熱交換型換気扇に、置き換えた場合を、図６で示している。その他のシステム
については、この発明の実施の形態１と同様である。
【実施例３】
【００５６】
　以下、この発明の実施の形態３について説明する。
［発明の実施の形態３］
【００５７】
　図７は、この発明の実施の形態３を示す。上記発明の実施の形態１では、図１及至図３
で示すように、一般の木造住宅３について説明してきたが。この発明の実施の形態３では
、木造住宅３を断熱等級四（次世代省エネタイプ）で構成した場合を説明する。屋根の断
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熱に関しては、屋根断熱材Ｒ（一般的には、厚さ１６０ミリメートルの発泡ウレタン）を
屋根内側に施工する。外壁の断熱に関しては、外壁断熱材Ｓ（一般的には、厚さ７５ミリ
メートルの発泡ウレタン）を外壁内側に施工する。窓のサッシに関しては、各社から発売
されている断熱等級四（次世代省エネタイプ）の断熱樹脂サッシＴを使用する。基礎の断
熱に関しては、基礎外断熱材Ｕ（一般的には、厚さ５０ミリメートルの発泡スチロール板
）を基礎コンクリートの外側に施工する。但し、ここに書かれた断熱材の種類と材質に関
しては、例えば、発泡スチロール板であっても、密度の違いにより断熱効果に変化が生じ
るる為、同一メーカーであっても、密度により厚さが変わる場合があり得る。その他のシ
ステムについては、この発明の実施の形態１と同様である。
【実施例４】
【００５８】
　以下、この発明の実施の形態４について説明する。
［発明の実施の形態４］
【００５９】
　図８及至図１０には、この発明の実施の形態４を示す。上記発明の実施の形態１では、
図１及至図３で示すように、３階建て木造住宅３で説明してきたが、この発明の実施の形
態４では、図８及至図１０に示すように、地下室付の２階建て木造住宅２０３の場合を説
明する。図８の地下室付の２階建て木造住宅２０３は、図１で説明した、冬季の３階建て
木造住宅３に類似している。図１では１階の天井に施工した、天井ビルトイン型の全熱交
換型換気扇５２から、基礎２０と一体に施工したコンクリート製タンク２４に、天井ビル
トイン型の全熱交換型換気扇５２からの新鮮な空気を供給しているが、図８に示す、この
発明の実施の形態４では、１階天井２５０に設置された、天井ビルトイン型の全熱交換型
換気扇２５２から、地下室室内ＢＨを経由して、地下室下部に一体に施工した、コンクリ
ート製タンク２２４内の熱交換パイプ２２６に、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇２
５２からの新鮮な空気を供給している。しかしながら、地下室は、生コンクリートで施工
する為、生コンクリートが乾燥するまで、地下室内の湿度が高くなる傾向にある。ちなみ
に、生コンクリートは水分含量が２０パーセントに減少するのに約２年必要である。その
為、地下室付の木造住宅２０３の場合は、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇２５２か
ら供給される、新鮮な空気を、一度、除湿機３０１を通して、除湿してから、コンクリー
ト製タンク２２４の熱交換パイプ２２６に導く。さらに、地下室内の給気に関しても、熱
交換パイプ２２６を経由してきた新鮮な空気は、給気パイプ３０４を経由して吹出口３０
３から地下室室内ＢＨに給気ＢＧされる。同様に、図９の地下室付の２階建て木造住宅２
０３は、図２で説明した、夏季の３階建て木造３住宅に類似している。同様に、図１０の
地下室付の２階建て木造住宅２０３は、図３で説明した、春秋の季節の３階建て木造住宅
３に類似している。その他のシステムについては、この発明の実施の形態１と同様である
。
【実施例５】
【００６０】
　以下、この発明の実施の形態５について説明する。
［発明の実施の形態５］
【００６１】
　図１１は、この発明の実施の形態５を示す。上記発明の実施の形態４では、図８及至図
１０に示すように、コンクリート製タンク２２４への給水は、給水管２９２より温水パイ
プ２８８を経由して給水されるが、この発明の実施の形態５では、図１１に示すように、
地表面２８３に雨水貯水タンク３１９が設置され、その雨水貯水タンク３１９の上部には
、屋根２０４からの雨水３１６が流れ込む為の、雨樋３１８が接続され、雨水貯水タンク
３１９の下部には雨水パイプ３２１が接続される。そして雨水パイプ３２１は、井戸給水
パイプ２１９に接続される。なお、雨水パイプ３２１には、雨水を送水、停止させる為の
、雨水開閉バルブ３２０が取付けられる。このようにして、屋根２０４に降った雨水３１
６は、矢印３１５から矢印３１７方向に流され、雨樋３１８を経由して雨水貯水タンク３
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１９に貯水される。そして貯水された雨水３１６は、雨水開閉バルブ３２０を開ける事に
より、雨水パイプ３２１を通って矢印３２２方向から矢印２９８方向に流れ、コンクリー
ト製タンク２２４に給水される。その他のシステムについては、この発明の実施の形態４
と同様である。
【実施例６】
【００６２】
　以下、この発明の実施の形態６について説明する。
［発明の実施の形態６］
【００６３】
　図１２及至図１４は、この発明の実施の形態６を示す。上記発明の実施の形態４では、
図８及至図１０に示すように、地下室付の木造住宅２０３で説明したが、この発明の実施
の形態６では、図１２及至図１４に示すように、ＲＣコンクリート住宅４０３の場合の施
工例を示す。図１２の地下室付の２階建てＲＣコンクリート住宅４０３は、図８で説明し
た、冬季の地下室付の２階建て木造住宅２０３に類似している。異なる点は、建物が木造
住宅か、ＲＣコンクリート住宅かと云う点である。同様に、図１３の地下室付の２階建て
ＲＣコンクリート住宅４０３は、図９で説明した、夏季の地下室付の２階建て木造住宅２
０３に類似している。異なる点は、建物が木造住宅か、ＲＣコンクリート住宅かと云う点
である。同様に、図１４の地下室付の２階建てＲＣコンクリート住宅４０３は、図１０で
説明した、春季と秋季の地下室付の２階建て木造住宅２０３に類似している。異なる点は
、建物が木造住宅か、ＲＣコンクリート住宅かと云う点である。その他のシステムについ
ては、この発明の実施の形態４と同様である。
【実施例７】
【００６４】
　以下、この発明の実施の形態７について説明する。
［発明の実施の形態７］
【００６５】
　図１５、図１６は、この発明の実施の形態７を示す。上記発明の実施の形態６では、図
１２に示すように、コンクリート製タンク４２４は、基礎４２０と一体となって構築され
、地下室の下部に、建物の規模に合わせた容量で、概ね、立方形の形状で施工されるが、
この発明の実施の形態７では、図１５、図１６に示すように、地下室の底部に地中梁を施
工する住宅（図１５は、ＲＣコンクリート住宅を示しているが、地下室付の木造住宅で、
地中梁がある場合も、当然、これに当てはまる）の場合、地下室の底部の地中梁７１２と
地中梁７１２との間の空間を、コンクリート製タンク６２４として活用する。その為、こ
の場合は、コンクリート製タンク６２４の深さが、概ね、４０～５０センチメートルの深
さしか確保出来ない為、内容量、約１０トンの大きさのタンク容量を確保する為には、縦
５メートル×横５メートルの大きさが必要となる。また、コンクリート製タンク６２４が
、地中梁７１２にはさまれて何槽にも分かれてしまう為、地中梁７１２には、貯蔵水６２
７を循環させると共に、熱交換パイプ６２６を通す為の、連通穴７１１が開けられる。そ
の他の構成については、この発明の実施の形態６と同様である。
【００６６】
　以上、実施の形態に基づいて、本発明に係るアース・ソーラーシステム（一層式）につ
いて詳細に説明してきたが、本発明は、以上の実施の形態に限定されるものではなく、発
明の趣旨を逸脱しない範囲において各種の改変をなしても、本発明のシステムを構成する
範囲に属するのはもちろんである。
【００６７】
　図１及至図３において、風呂にお湯を給湯する場合、水を送水、停止させる為の開閉バ
ルブ８０を閉め、水を送水、停止するための開閉バルブ７９を開き、お湯を送水、停止す
るための開閉バルブ７７を閉め、水栓４７を開く事により、太陽熱温水器２で温められた
温水が矢印７５方向に送られ蛇口４６より給湯されると記載されているが、この一連の動
作を開閉バルブ７７、７９、８０に電磁式開閉バルブを使用し、コンピューターにより電
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磁式開閉バルブの開閉を制御して自動運転させる事も可能である。また、図４及至図６並
びに、図８及至図１０並びに、図１２及至図１４並びに、図１５においても、同様に、自
動運転させる事も可能である。
【００６８】
　図１及至図３において、太陽熱温水器２は太陽光の集熱板と貯湯槽が一体となった形式
のもので説明したが、この形式に限らず、太陽光の集熱板と貯湯槽が分離され、太陽光の
集熱板が屋根に設置されると共に、貯湯槽が地表面に固定されたタイプの太陽熱温水器を
使用する事も可能である。さらに、図４及至図６並びに、図８及至図１０並びに、図１２
及至図１４並びに、図１５においても、同様に可能である。
【００６９】
　図１及至図３において、給気パイプ４４、４８、５８、６０の吹出口は各階の床下や各
階の天井に配管されているが、住宅の規模により、これ以外にも各階室内に吹出口を設け
て、室内に直接給気する事も可能である。また、図４及至図６並びに、図８及至図１０並
びに、図１２及至図１４並びに、図１５においても、同様に、直接給気させる事も可能で
ある。
【００７０】
　図１及至図３において、室内に温度センサーを取付けると共に、太陽熱温水器２、コン
クリート製タンク２４にも温度センサーを取付け、開閉バルブは電磁式開閉バルブや切替
式電磁バルブ弁等を使用し、コンピューター制御により室内の温度を検知し、開閉バルブ
７７、７９、８０、９０の開閉並びに排水ポンプ１３、給水ポンプ１４、送水ポンプ７８
、排水ポンプ８１の駆動と停止、送風ファン３４の運転と停止を自動的に行うようにして
室内の温度調整を行う事も出来る。さらに、太陽熱温水器２に水温センサーを設置すると
共に、コンクリート製タンク２４内にも水温を感知するセンサーを設置して、コンクリー
ト製タンク２４内の水温が変化した場合、開閉バルブ７７、８０を開閉させて、送水ポン
プ７８を作動させ、太陽熱温水器２からの温水をコンクリート製タンク２４内に循環させ
る事も可能であると共に、同様に排水ポンプ１３、給水ポンプ１４を作動させ、地下水を
循環させる事も可能である。また、図４及至図６並びに、図８及至図１０並びに、図１２
及至図１４並びに、図１５においても、同様に、自動運転させる事も可能である。
【００７１】
　図１及至図１４において、コンクリート製タンク２４、２２４、４２４を基礎と一体で
構築したが、コンクリート製タンク２４、２２４、４２４を工場で生産して、現場で基礎
と結合する事も可能である。
【００７２】
　図１及至図１５において、供給パイプ並びに給気パイプは、断熱材で保護されると共に
、そのパイプの配管スペースは、壁内、床内、天井内、又は専用配管スペースにこだわら
ず、最適な位置に配管される事は、当然である。
【００７３】
　図１及至図３と、図８及至図１０と、図１２及至図１５において、天井ビルトイン型の
全熱交換型換気扇５２、２５２、４５２、６５２は６ヶ所給気が可能なタイプを図示して
いるが、建築する建物の床面積や部屋数によって、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇
の給気口数を異なるものに変更する事は、もちろん可能である。
【００７４】
　図１及至図１５において、各種の装置を利用してシステムを構築しているが、本発明で
解説した各々の装置を組み合わせて、本発明で図示しないシステムを構築したとしても、
発明の趣旨を逸脱しない範囲において、本発明のシステムを構成する範囲に属するのはも
ちろんである。
【００７５】
　図２において、コンクリート製タンク２４の貯蔵水２７を排水する際、井戸１８上部に
排水溝１６を構築し、さらに井戸１８の回りに砕石層１７を施工して排水の浸透を助け、
排水をスムーズに地中に浸透させる様に構成されているが、必ずしも排水溝を井戸の回り
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に限定するものではなく、別の場所に穴等を掘り、砕石を入れ排水場所とする事も可能で
ある。また、図５と図９と図１３においても、同様に可能である。
【００７６】
　図１１において、雨水貯水タンク３１９には、雨水の中のゴミを取り除くためのフィル
ターや、臭いを取り除くための活性炭が備わっていることは当然である。
【００７７】
　図４及至図６において、２階室内ＡＬと３階室内ＡＭに、壁埋込型・全熱交換型換気扇
１５３、１５９を設置しているが、これ以外の、図１及至図３と図８及至図１０と図１２
及至図１５の実施例においても、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇５、６６、２０５
、４０５、６０５の代わりに、壁埋込型・全熱交換型換気扇１５３又は１５９を各室毎に
設置する事も可能である。
【００７８】
　この発明の実施の形態については、木造住宅とＲＣコンクリート住宅に関して述べてき
たが、鉄骨住宅に応用出来ることは、当然である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】この発明の実施の形態１に係る冬季における、木造住宅断面図の、天井ビルトイ
ン型の全熱交換型換気扇と太陽熱温水器と地中熱を利用した温風システム図である。
【図２】同実施の形態に係る夏季における、木造住宅断面図の、天井ビルトイン型の全熱
交換型換気扇と太陽熱温水器と地中熱を利用した弱冷風システム図である。
【図３】同実施の形態に係る春季と秋季における、木造住宅断面図の、２４時間換気のシ
ステム図である。
【図４】この発明の実施の形態２に係る冬季における、木造住宅断面図の、天井ビルトイ
ン型の全熱交換型換気扇と、壁埋込型・全熱交換型換気扇と、太陽熱温水器と地中熱を利
用した温風システム図である。
【図５】同実施の形態に係る夏季における、木造住宅断面図の、天井ビルトイン型の全熱
交換型換気扇と、壁埋込型・全熱交換型換気扇と、太陽熱温水器と地中熱を利用した弱冷
風システム図である。
【図６】同実施の形態に係る春季と秋季における、木造住宅断面図の、２４時間換気のシ
ステム図である。
【図７】この発明の実施の形態３に係る木造住宅断面図の、屋根断熱材、外壁断熱材、断
熱樹脂サッシ、基礎外断熱に断熱等級４（次世代省エネタイプ）の材料と部材を使用した
場合のシステム図である。
【図８】この発明の実施の形態４に係る冬季における、地下室付の木造住宅断面図の、天
井ビルトイン型の全熱交換型換気扇と太陽熱温水器と地中熱を利用した温風システム図で
ある。
【図９】同実施の形態に係る夏季における、地下室付の住宅断面図の、天井ビルトイン型
の全熱交換型換気扇と太陽熱温水器と地中熱を利用した温風システム図である。
【図１０】同実施の形態に係る春季と秋季における、地下室付の木造住宅断面図の、２４
時間換気システム図である。
【図１１】この発明の実施の形態５に係る雨水を貯蔵水に利用した場合のシステム図であ
る。
【図１２】この発明の実施の形態６に係る冬季における、ＲＣコンクリート住宅断面図の
、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇と太陽熱温水器と地中熱を利用した温風システム
図である。
【図１３】同実施の形態に係る夏季における、ＲＣコンクリート住宅断面図の、システム
図である。
【図１４】同実施の形態に係る春季と秋季における、ＲＣコンクリート住宅断面図の、天
井ビルトイン型の全熱交換型換気扇と、太陽熱温水器と地中熱を利用した温風システム図
である。
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【図１５】この発明の実施の形態７に係る冬季における、ＲＣコンクリート住宅断面図の
、天井ビルトイン型の全熱交換型換気扇と、太陽熱温水器と地中梁の間の空間と地中熱を
利用した温風システム図である。
【図１６】同実施の形態に係るコンクリート製タンクの斜視図である。
【符号の説明】
【００８０】
Ａ　　　　　　　　　室内側供給空気（新鮮な空気）
Ｂ　　　　　　　　　室内側供給空気（新鮮な空気）
Ｃ　　　　　　　　　室内側吸込空気（汚れた空気）
Ｄ　　　　　　　　　室内側供給空気（新鮮な空気）
Ｅ　　　　　　　　　室内側供給空気（新鮮な空気）
Ｆ　　　　　　　　　室内側吸込空気（汚れた空気）
Ｇ　　　　　　　　　室内側供給空気（新鮮な空気）
Ｈ　　　　　　　　　室内側供給空気（新鮮な空気）
Ｊ　　　　　　　　　室内側吸込空気（汚れた空気）
Ｋ　　　　　　　　　１階室内
Ｌ　　　　　　　　　２階室内
Ｍ　　　　　　　　　３階室内
Ｎ　　　　　　　　　室外側、空気吐出・吸込口
Ｐ　　　　　　　　　室外側、空気吐出・吸込口
Ｑ　　　　　　　　　室外側、空気吐出・吸込口
Ｒ　　　　　　　　　屋根断熱材
Ｓ　　　　　　　　　外壁断熱材
Ｔ　　　　　　　　　断熱樹脂サッシ
Ｕ　　　　　　　　　基礎外断熱材
ＡＡ　　　　　　　　給気
ＡＢ　　　　　　　　給気
ＡＣ　　　　　　　　室内側、空気吐出・吸込口
ＡＤ　　　　　　　　給気
ＡＥ　　　　　　　　給気
ＡＦ　　　　　　　　室内側、空気吐出・吸込口
ＡＧ　　　　　　　　給気
ＡＨ　　　　　　　　給気
ＡＪ　　　　　　　　室内側、空気吸込口（汚れた空気）
ＡＫ　　　　　　　　１階室内
ＡＬ　　　　　　　　２階室内
ＡＭ　　　　　　　　３階室内
ＡＮ　　　　　　　　室外側、空気吐出・吸込口
ＡＰ　　　　　　　　室外側、空気吐出・吸込口
ＡＱ　　　　　　　　室外側、空気吐出・吸込口
１　　　　　　　　　太陽
２　　　　　　　　　太陽熱温水器
３　　　　　　　　　木造住宅
４　　　　　　　　　屋根
５　　　　　　　　　全熱交換型換気扇
６　　　　　　　　　換気扇フード
７　　　　　　　　　換気扇フード
８　　　　　　　　　換気扇フード
９　　　　　　　　　供給パイプ
１０　　　　　　　　供給パイプ
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１１　　　　　　　　供給パイプ
１２　　　　　　　　供給パイプ
１３　　　　　　　　排水ポンプ
１４　　　　　　　　給水ポンプ
１５　　　　　　　　排水パイプ
１６　　　　　　　　排水溝
１７　　　　　　　　砕石層
１８　　　　　　　　井戸
１９　　　　　　　　井戸給水パイプ
２０　　　　　　　　基礎
２１　　　　　　　　排水取込口
２２　　　　　　　　矢印
２３　　　　　　　　給水吐出口
２４　　　　　　　　コンクリート製タンク
２５　　　　　　　　矢印
２６　　　　　　　　熱交換パイプ
２７　　　　　　　　貯蔵水
２８　　　　　　　　矢印
２９　　　　　　　　矢印
３０　　　　　　　　遮湿板
３１　　　　　　　　排水パイプ
３２　　　　　　　　矢印
３３　　　　　　　　連通空気パイプ
３４　　　　　　　　送風ファン
３５　　　　　　　　開閉バルブ
３６　　　　　　　　開閉バルブ
３７　　　　　　　　集合パイプ
３８　　　　　　　　供給パイプ
３９　　　　　　　　吹出口
４０　　　　　　　　供給パイプ
４１　　　　　　　　１階床下
４２　　　　　　　　連通空気パイプ
４３　　　　　　　　矢印
４４　　　　　　　　給気パイプ
４５　　　　　　　　吹出口
４６　　　　　　　　蛇口
４７　　　　　　　　水栓
４８　　　　　　　　給気パイプ
４９　　　　　　　　矢印
５０　　　　　　　　１階天井
５１　　　　　　　　２階床下
５２　　　　　　　　全熱交換型換気扇
５３　　　　　　　　供給パイプ
５４　　　　　　　　吹出口
５５　　　　　　　　２階天井
５６　　　　　　　　供給パイプ
５７　　　　　　　　吹出口
５８　　　　　　　　給気パイプ
５９　　　　　　　　矢印
６０　　　　　　　　給気パイプ
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６１　　　　　　　　３階床下
６２　　　　　　　　吹出口
６３　　　　　　　　３階天井
６４　　　　　　　　吹出口
６５　　　　　　　　供給パイプ
６６　　　　　　　　全熱交換型換気扇
６７　　　　　　　　供給パイプ
６８　　　　　　　　矢印
６９　　　　　　　　矢印
７０　　　　　　　　矢印
７１　　　　　　　　矢印
７２　　　　　　　　矢印
７３　　　　　　　　給水パイプ
７４　　　　　　　　温水パイプ
７５　　　　　　　　矢印
７６　　　　　　　　矢印
７７　　　　　　　　開閉バルブ
７８　　　　　　　　送水ポンプ
７９　　　　　　　　開閉バルブ
８０　　　　　　　　開閉バルブ
８１　　　　　　　　排水ポンプ
８２　　　　　　　　排水パイプ
８３　　　　　　　　地表面
８４　　　　　　　　風呂温水パイプ
８５　　　　　　　　矢印
８６　　　　　　　　矢印
８７　　　　　　　　矢印
８８　　　　　　　　温水パイプ
８９　　　　　　　　循環パイプ
９０　　　　　　　　開閉バルブ
９１　　　　　　　　給水パイプ
９２　　　　　　　　給水管
９３　　　　　　　　排水溝
９４　　　　　　　　矢印
９５　　　　　　　　矢印
９６　　　　　　　　矢印
９７　　　　　　　　矢印
９８　　　　　　　　矢印
９９　　　　　　　　矢印
１２０　　　　　　　換気扇フード
１２１　　　　　　　換気扇フード
１２２　　　　　　　換気扇フード
１２３　　　　　　　供給パイプ
１２４　　　　　　　供給パイプ
１２５　　　　　　　供給パイプ
１２６　　　　　　　供給パイプ
１２７　　　　　　　矢印
１２８　　　　　　　矢印
１２９　　　　　　　熱交換パイプ
１３０　　　　　　　矢印
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１３１　　　　　　　連通空気パイプ
１３２　　　　　　　送風ファン
１３３　　　　　　　開閉バルブ
１３４　　　　　　　開閉バルブ
１３５　　　　　　　集合パイプ
１３６　　　　　　　連通空気パイプ
１３７　　　　　　　矢印
１３８　　　　　　　給気パイプ
１３９　　　　　　　矢印
１４０　　　　　　　矢印
１４１　　　　　　　矢印
１４２　　　　　　　給気パイプ
１４３　　　　　　　吹出口
１４４　　　　　　　吹出口
１４５　　　　　　　全熱交換型換気扇
１４６　　　　　　　給気パイプ
１４７　　　　　　　矢印
１４８　　　　　　　給気パイプ
１４９　　　　　　　矢印
１５０　　　　　　　吹出口
１５１　　　　　　　給気パイプ
１５２　　　　　　　吹出口
１５３　　　　　　　壁埋込型・全熱交換型換気扇
１５４　　　　　　　給気パイプ
１５５　　　　　　　矢印
１５６　　　　　　　吹出口
１５７　　　　　　　給気パイプ
１５８　　　　　　　吹出口
１５９　　　　　　　壁埋込型・全熱交換型換気扇
３００　　　　　　　地下室天井スラブ
３０１　　　　　　　除湿機
３０２　　　　　　　地下室床下
３０３　　　　　　　吹出口
３０４　　　　　　　給気パイプ
３１０　　　　　　　矢印
３１１　　　　　　　矢印
３１５　　　　　　　矢印
３１６　　　　　　　雨水
３１７　　　　　　　矢印
３１８　　　　　　　雨樋
３１９　　　　　　　雨水貯水タンク
３２０　　　　　　　雨水開閉バルブ
３２１　　　　　　　雨水パイプ
３２２　　　　　　　矢印
４０３　　　　　　　ＲＣコンクリート住宅
５０５　　　　　　　太陽熱温水器載台
５０６　　　　　　　天井スラブ
７１０　　　　　　　地下室
７１１　　　　　　　連通穴
７１２　　　　　　　地中梁
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