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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池パネルと、
　パッシブソーラーシステムとを具備し、
　前記太陽電池は、屋根の上面に対して所定の幅の隙間を介して配置され、前記上面との
間に空気の流路を形成し、前記流路は軒側において外気と連通し、
　前記パッシブソーラーシステムは、
　前記流路に配置され、軒線と直交する方向を長手方向として延設される整流部材と、
　前記流路の棟側の端部に接続され空気を蓄積する集熱チャンバと、
　前記集熱チャンバと床下とを接続する立ち下りダクトとを備え、
　更に、当該ソーラーハウスの最上部に配置され、透明部材によって囲われた内部空間を
有し、外部の大気と連通する開口部を有するソーラーベンチレーションボックスを具備し
、
　前記集熱チャンバと前記ソーラーベンチレーションボックスの内部空間は開閉可能な弁
を介して接続される
　ソーラーハウス。
【請求項２】
　請求項１に記載されたソーラーハウスであって、
　前記太陽電池パネルは、非晶質半導体の発電層と微結晶質半導体の発電層とが積層され
たタンデム、またはシリコン系または化合物半導体系である
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　ソーラーハウス。
【請求項３】
　請求項１または２に記載されたソーラーハウスであって、
　更に、前記流路を上流とし、前記集熱チャンバ、前記立下りダクトを介して前記床下を
下流とする経路内の空気を下流側に送る送風機と、
　前記太陽電池パネルが生成した電力を当該ソーラーハウスで使用される機器と前記送風
機とに供給する配線系統
　とを具備するソーラーハウス。
【請求項４】
　請求項１または２に記載されたソーラーハウスであって、
　更に、前記流路を上流とし、前記集熱チャンバ、前記立下りダクトを介して前記床下を
下流とする経路内の空気を下流側に送る送風機と、
　前記太陽電池パネルが生成した電力を、当該ソーラーハウスに交流電流を供給する公衆
電源と同じ特性に変換して前記公衆電源と連係させる電力変換部と、
　前記送風機を駆動する電力を生成する他の太陽電池パネル
　とを具備するソーラーハウス。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載されたソーラーハウスであって、
　更に、前記流路から前記集熱チャンバに流入する空気の流量を可変的に調整する流量調
整部材
　を具備するソーラーハウス。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載されたソーラーハウスであって、
　更に、前記上面との間に空気が流れる集熱ボックス流路を形成する透明部材を有し前記
太陽電池パネルに対して棟側に設けられる集熱ボックスを具備し、
　前記集熱チャンバは前記集熱ボックス流路を介して前記流路に接続される
　ソーラーハウス。
【請求項７】
　請求項１に記載されたソーラーハウスであって、
　更に、前記集熱チャンバと前記流路との間に設置され、前記流路から前記集熱チャンバ
に流入する空気の流量を可変的に調整する流量調整部材
　を具備するソーラーハウス。
【請求項８】
　請求項７に記載されたソーラーハウスであって、
　前記整流部材は、前記流路を軒線方向に複数の区画に仕切り、
　前記流路の空気は、前記複数の区画の各々から前記集熱チャンバに流入する
　ソーラーハウス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽エネルギーを有効に活用する建造物の機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自然エネルギーを有効に活用することにより住宅の快適性や省エネルギー性を向上する
技術が知られている。特に、太陽エネルギーを利用して発電、給湯などを行うソーラーハ
ウスが知られている。このような自然エネルギーを利用した住宅は、ＣＯ２排出量の削減
など環境への負荷を低減する効果を有する点で望ましい。
【０００３】
　特許文献１は、太陽エネルギーを利用したソーラーシステムハウスの一例を示す。この
ソーラーシステムハウスは、屋根に設けられた太陽熱集熱部と、この太陽熱集熱部に連通
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する集熱用のダクトと、集熱用のダクトに接続されたハンドリングボックスとを備える。
このハンドリングボックスの内部には、集熱用のダクトの側へ逆流防止を行う逆流防止ダ
ンパーと、立下りダクトおよび外へ開口する排気ダクトとの連通を切り換える流路切換え
ダンパーと、これら逆流防止ダンパーと流路切換えダンパーとの間に設ける集熱用ファン
が配設される。ハンドリングボックスの集熱用ファンの駆動モータはＤＣ（直流）モータ
を使用し、太陽電池およびこの太陽電池に接続する蓄電池が電源として接続される。
【０００４】
　参考例として特許文献２、特許文献３を挙げる。
【特許文献１】特開２００２－２３５９５５号公報
【特許文献２】特開平９－１８４２０９号公報
【特許文献３】特許第２６９９３０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　太陽エネルギーをより高い効率で利用することのできるソーラーハウスが望まれる。
　また、簡易な手段でソーラーハウスの効率を向上させる技術が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用される番号を括弧付きで用いて、
課題を解決するための手段を説明する。これらの番号は、［特許請求の範囲］の記載と［
発明を実施するための最良の形態］との対応関係を明らかにするために付加されたもので
ある。ただし、それらの番号を、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲
の解釈に用いてはならない。
【０００７】
　本発明によるソーラーハウスは、パッシブソーラーシステムと太陽光発電を組み合わせ
たハイブリッドシステムを備える。
【０００８】
　本発明によるソーラーハウスは、屋根（２）の上面に対して所定の幅の隙間を介して配
置され、上面との間に空気の流路（６）を形成する太陽電池パネル（４）を備える。流路
（６）は軒側において外気と連通する。ソーラーハウスは更に、流路（６）に配置され、
軒線と直交する長手方向を有する整流部材（３２）と、流路（６）の棟側の端部に接続さ
れ空気を蓄積する集熱チャンバ（１２）と、集熱チャンバ（１２）と床下（２４）とを接
続する立ち下りダクト（２０）とを備える。
【０００９】
　本発明によるソーラーハウスにおいて、太陽電池パネル（４）として、シリコン系、ま
たは化合物半導体系の太陽電池を使用することができる。太陽電池パネル（４）は、非晶
質半導体の発電層と微結晶質半導体の発電層とが積層されたタンデム型であることが特に
望ましい。
【００１０】
　本発明によるソーラーハウスは、更に、流路（６）を上流とし、集熱チャンバ（１２）
、立下りダクト（２０）を介して床下（２４）を下流とする空気経路内の空気を下流側に
送る送風機（１０、１９）と、太陽電池パネル（４）が生成した電力を当該ソーラーハウ
スで使用される機器と送風機とに供給する配線系統とを備えることが望ましい。
【００１１】
　本発明によるソーラーハウスは、更に、流路（６）を上流とし、集熱チャンバ（１２）
、立下りダクト（２０）を介して床下（２４）を下流とする空気経路内の空気を下流側に
送る送風機（１０、１９）と、太陽電池パネル（４）が生成した電力を、当該ソーラーハ
ウスに交流電流を供給する公衆電源と同じ特性に変換して公衆電源と連係させる電力変換
部とを備える。送風機（１０、１９）を駆動する電力を生成する他の太陽電池パネル（３
４）を追加することも望ましい。
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【００１２】
　本発明によるソーラーハウスは、更に、流路（６）から集熱チャンバ（１２）に流入す
る空気の流量を可変的に調整する流量調整部材（３６）を備えることが望ましい。
【００１３】
　本発明によるソーラーハウスは、更に、上面との間に空気が流れる集熱ボックス流路を
形成する透明部材を有し太陽電池パネル（４）に対して棟側に設けられる集熱ボックス（
３８）を備えることが望ましい。この場合、集熱チャンバ（１２）は集熱ボックス流路を
介して流路（６）に接続される。
【００１４】
　本発明によるソーラーハウスは、更に、当該ソーラーハウスの最上部に配置され、透明
部材によって囲われた内部空間を有し、外部の大気と連通する開口部を有するソーラーベ
ンチレーションボックス（１６）を備えることが望ましい。この場合、集熱チャンバ（１
２）とソーラーベンチレーションボックスの内部空間は開閉可能な弁（１５）を介して接
続される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明により、太陽エネルギーをより高い効率で利用することのできるソーラーハウス
が提供される。また、簡易な手段でソーラーハウスの効率を向上させる技術が提供される
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１７】
　本実施の形態におけるソーラーハウスでは、タンデム型太陽電池が用いられる。タンデ
ム型太陽電池は、非晶質半導体により形成された太陽光発電層と、微結晶半導体により形
成された太陽光発電層が積層されることにより形成される。タンデム型太陽電池は、比較
的低コストだが、以下に説明するように高いコストパフォーマンスを有する。
【００１８】
　図１は、典型的なタンデム型太陽電池が発電に利用する電磁波の波長を説明するための
図である。薄膜系（非晶質）の発電層は、比較的短い波長領域の太陽光を利用して電力を
生成する。それに対して、微結晶系の発電層は、より長い波長をピークとする波長領域の
太陽光を利用して電力を生成する。タンデム型の太陽電池は、これらが積層されているた
めに、ある程度以上に長波長の領域を除いて、太陽エネルギーを高効率で電気エネルギー
に変換することができる。
【００１９】
　しかし、ある程度長波長の領域（図１で９００ｎｍ付近の領域）では、一般的なタンデ
ム型太陽電池によって太陽エネルギーを高い効率で電気エネルギーに変換することは難し
い。本実施の形態においては、この長波長領域の太陽エネルギーを有効に利用する手段を
設けることにより、高効率なソーラーハウスが実現される。
【００２０】
　図２は、本実施の形態におけるソーラーハウスの断面図である。ソーラーハウスは、傾
斜した屋根を形成する屋根材２を備える。屋根材２の上に、太陽電池４が設置される。太
陽電池４は、屋根材２の上面に対して所定の幅の隙間を介して配置される。太陽電池４は
、パネル状のタンデム型太陽電池モジュールが所定の発電領域内に敷き詰められたもので
ある。その発電領域は、たとえば屋根の軒付近まで延長する。より望ましくは、発電領域
は、南側に下がるように傾斜する南向きの屋根の軒と集熱チャンバとの間の領域の大部分
を覆う。太陽電池４が生成する電力は、配線系統と、商用電源と連係するための電力変換
装置などを介して、居住空間３０などに供給される。
【００２１】
　屋根材２の上面と太陽電池４の下面との間の隙間により、空気が流れる空気流路６が形



(5) JP 4980304 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

成される。空気流路６は、軒線方向の端部において閉じている。空気流路６の軒側の端部
には空気導入口８が形成される。空気導入口８の軒線方向の延長は、少なくとも発電領域
の軒線方向の延長と同じ程度であることが望ましい。空気導入口８には、鳥の侵入を妨げ
る防鳥網が設置される。
【００２２】
　空気流路６は、棟側において集熱チャンバ１２に接続される。集熱チャンバ１２は、ソ
ーラーハウスの屋根の棟付近において、空気流路６から供給される空気をバッファするた
めの空間を形成する。集熱チャンバ１２は熱交換器１４に直接またはダクトにより接続さ
れる。集熱チャンバ１２に集められた空気の熱の一部は、熱交換器１４を介して水を加熱
する等の目的に利用することができる。
【００２３】
　集熱チャンバ１２の上に、すなわちソーラーハウスの頂上付近に、ソーラーベンチレー
ションボックス１６が設置される。ソーラーベンチレーションボックス１６は、空気を蓄
積する内部空間を有する。その内部空間は、切替弁１５を介して集熱チャンバ１２と接続
される。また、強制排気用ファン１０はソーラーベンチレーションボックス１６の自然換
気力が弱い場合に使用する。ソーラーベンチレーションボックス１６は、床面側に断熱材
が敷かれ、床面以外は枠とその枠によって支持される透明部材（ガラス板）によって形成
される温室であり、太陽エネルギーを効率的に内部空間の空気の熱エネルギーに変換する
。
【００２４】
　ソーラーベンチレーションボックス１６は、外部の大気に連通する開口１７を有する。
ソーラーベンチレーションボックス１６は更に、居住空間３０の内部と連通する空気導入
経路を有する。この空気導入経路として専用のダクトを設けてもよい。
【００２５】
　集熱チャンバ１２は、切替弁１８を介して立下りダクト２０に接続される。立下りダク
ト２０は、鉛直方向に延設されるダクトであり、集熱チャンバ１２と床下２４とを接続す
る。屋根の空気流路６から集熱チャンバ１２に空気を集め、その空気を立下りダクト２０
を介して床下２４に導くために、適切な場所にファン１９が設置される。
【００２６】
　床下２４は、ソーラーハウスの居住空間３０の床の下に形成される空間である。床下２
４は、その底部がコンクリートの床など蓄熱容量の大きい部材により形成される。床下２
４には更に、蓄熱容量の大きい蓄熱材２６が配置される。床下２４に蓄積された空気は、
床２２に設けられた通風口２８を介して居住空間３０に供給される。
【００２７】
　蓄熱材２６は、例えばコンクリート塊である。蓄熱材２６は、床下の空気循環及び温度
分布の特性に合わせて容易に配置を変更できるように、各々が独立にキャスター付きの台
車に乗せられた蓄熱材であることが望ましい。
【００２８】
　図３は、ソーラーハウスの屋根を示す斜視図である。説明の便宜上、発電領域の太陽電
池４の一部のモジュールが取り外された状態を図示している。空気流路６に整流板３２が
設けられる。整流板３２は、空気流路６の空気の流れ方向が軒側から棟側に揃うように形
成される。例えば整流板３２は、屋根の軒線に対して直交する方向を長手方向として延設
され、屋根材２の上面と太陽電池４の下面との隙間の空間を軒線方向に複数の区画に仕切
る部材である。
【００２９】
　以上の構成を備えるソーラーハウスにおいて、夏の昼間、ソーラーハウスの外部の温度
の低い空気が、空気導入口８から空気流路６に導入される。この導入は、空気流路６の内
部の空気が太陽から供給される熱によって暖められることに基づく対流によって軒側から
棟側に移動することによりソーラーベンチレーションボックスを介して自然循環的に行わ
れる。追加的にファン１０を設置することによって空気導入口８から導入される空気量を
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増加させてもよい。
【００３０】
　屋根に照射する太陽光線のエネルギーは、太陽電池４、３４によって電気エネルギーに
変換される。このうち太陽電池３４の電気エネルギーは、ファン１０、１９を駆動するた
めの電源に使用される。直流電源で駆動されるファン１０、１９を採用すると、必ずしも
直流交流変換を行わずに太陽電池４の電力を用いてそれらを駆動することができる。この
電気エネルギーは更に、所望の特性に電力変換されて居住者の利用に供される。典型的に
は商用電源と同じ特性の電力に変換されて商用電源と連係して使用される。
【００３１】
　タンデム型の太陽電池４は、赤外線を中心とする波長領域の太陽光線の吸収量が少ない
。そのため、赤外線を中心とする太陽光線のエネルギーを空気流路６に供給することが可
能である。このエネルギーにより、空気流路６を流れる空気の温度が上昇する。温度が上
昇した空気は、集熱チャンバ１２に供給される。
【００３２】
　空気流路６には軒側の端部からソーラーハウス周辺の空気が連続的に供給される。この
空気は、太陽電池４の下面を冷却する。そのため、太陽電池４の動作温度の上昇に起因す
る発電効率の低下が抑制される。
【００３３】
　整流板３２により、流入する空気が屋根全体に均一に流れるようにする。特に軒側と棟
側の温度差により発生する自然循環の流量が増加する。そのため、多量の暖められた空気
を集熱チャンバ１２に供給することができる。また太陽電池４を冷却する効果が向上する
。また軒側と棟側の温度差が小さいときであっても自然循環によって空気を棟側に導くこ
とができる。
【００３４】
　集熱チャンバ１２に蓄積された空気の熱は、熱交換器１４を介して水を加熱して温水を
生成する。この温水は、給湯に用いられる。
【００３５】
　集熱チャンバ１２内の空気は、ファン１９によって床下２４に供給される。床下２４に
供給されたこの暖かい空気は、床下２４の底を形成するコンクリートと、床下２４に置か
れた蓄熱材２６を暖め、床下２４に熱が蓄積される。この蓄積された熱は、床２２を暖め
る。床下２４の空気は、通風口２８を介して居住空間３０に供給されて居住空間３０を暖
める。
【００３６】
　ソーラーハウスは更に、ソーラーベンチレーションボックス１６の熱を床下に供給する
機構を有することが望ましい。この場合、切替弁１５を切り替えることにより、ソーラー
ベンチレーションボックス１６の内部の温められた空気が立下りダクト２０を介して床下
２４に供給され、さらに暖房効果を高める。
【００３７】
　夏季の昼間には、空気導入口８から導入された外気は、空気流路６を通り、集熱チャン
バ１２に供給される。集熱チャンバ１２と立下りダクト２０とを接続する切替弁１８は閉
じられる。集熱チャンバ１２からは、暖められた空気が図示しない切替弁を開放すること
により外気に放出される。また、強制排気用ファン１０はソーラーベンチレーションボッ
クス１６の自然換気力が弱い場合に使用する。空気流路６の空気の流れによって、屋根材
２の過熱が抑えられるため、居住空間３０に入り込む日射熱が減少する。
【００３８】
　夏季の夜間には、放射冷却により太陽電池４を載せた屋根の温度が下がる。空気導入口
８から導入された外気は、空気流路６において冷却され、集熱チャンバ１２、立下りダク
ト２０を介して床下２４に供給される。そのため床下２４に冷熱が蓄えられる。
【００３９】
　図４は、本実施の形態の変形例におけるソーラーハウスの屋根を示す断面図である。図
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５は対応する平面図（鉛直方向上側から見た図）である。この変形例においては、更に集
熱ボックス３８が設けられる。集熱ボックス３８は、太陽電池４の発電領域の棟側（空気
流路６における空気の主な流れ方向の下流側）に配置される。集熱ボックス３８において
は、太陽電池４と概ね同一平面上に、太陽光に対して広い波長領域で透明な部材（ガラス
など）が配置される。その透明部材と屋根材２との間には、太陽電池４と屋根材２との間
の空気流路６と接続する空気流路が形成される。集熱チャンバ１２は、集熱ボックス３８
を介して、太陽電池４と屋根材２の隙間が形成する空気流路６に接続する。集熱チャンバ
１２と集熱ボックス３８との間に、フランジによって整流板３６が設置される。整流板３
６は、集熱チャンバ１２に流入する空気の流量を可変的に調整する流量調整部材である。
空気流路６には図３に示されたものと同様の整流板３２が設置される。整流板３２は集熱
ボックス３８の内部まで延設されることが望ましい。
【００４０】
　本変形例においては更に、空気流路６を形成する太陽電池４の他に、図２のファン１０
、１９に例示される、集熱チャンバ１２及び床下２４等に空気を供給するファンを駆動す
るための電力を生成する他の太陽電池３４が設置される。こうした用途のために図２に示
された主たる太陽電池４の電力を用いることも可能であるが、別途太陽電池３４を設ける
ことも好ましい。この場合、太陽電池４の生成する電力は商用電源と特性の同じ交流電力
に変換されて、居住空間３０の空調や家庭電化製品などの電源として用いられる。一方、
太陽電池３４は直流モーターによって駆動するファンの直流電源として使用される。この
ように電源を分けると、ソーラーハウスの自然エネルギーに基づく空気循環の自立性が向
上する。
【００４１】
　図６は、整流板３６の平面図（集熱ボックス３８と集熱チャンバ１２に対して固定され
た状態で鉛直方向の上から見た図）である。整流板３６は、基板と、その基板に対して垂
直な軸４０のまわりに回転可能な整流羽根４０とを備える。基板は、屋根材２に対して平
行に固定される。整流羽根４０は、棟線方向に複数並んで配置される。この整流羽根４０
は、空気流路６から供給される空気によっては回転せず、手動で軸まわりの角度を調節で
きる程度の固さで軸４２に取り付けられる。
【００４２】
　こうしたソーラーハウスは、整流板３６の整流羽根４０の軸４２まわりの角度を調節す
ることにより、循環空気の流路の開度を調整することができる。その結果、集熱チャンバ
１２に供給される循環空気の量を調整することができる。多量の循環空気が求められる場
合は、整流板３６の開度が大きくなるように調整される。少量だがより温度の高い循環空
気が求められる場合は、整流板３６の開度が小さくなるように調整される。このようにし
て、ソーラーハウスの設置されている環境の条件、季節変動、居住者のニーズに応じて循
環空気を容易に調整することができる。
【００４３】
　図７は、集熱チャンバ１２に蓄積された空気の熱を利用した給湯機構を示す。集熱チャ
ンバ１２の内部空間に蓄積された暖かい空気は、ファン１９により熱交換器４４の高温側
流路に供給される。熱交換器４４の低温側流路には、水などの熱媒体が供給される。その
熱媒体は、第１タンク４６に設置される熱交換器５２の高温側流路に供給される。循環ポ
ンプ５４によって第１タンク４６と熱交換器４４との間で循環する熱媒体は、一次循環系
統を形成する。第１タンク４６の内部空間には、給水管５０から水が供給される。この水
に、熱交換器５２を介して一次循環系統の熱媒体の熱が供給される。
【００４４】
　第１タンク４６の内部空間の水は、外部からの電気信号に応答して開度が制御される電
磁弁を介して、第２タンク４８に供給される。第２タンク４８は、ヒートポンプ給湯器の
タンクである。居住者の操作やタイマ設定に応じて給湯機能の利用が開始された時点で、
その開始に応答して電磁弁が制御されて第１タンク４６の温水が第２タンク４８に供給さ
れる。深夜電力利用時において第２タンク４６の水の温度が低い場合には、その温度に応
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答してヒートポンプが稼働し、第２タンク４８から供給される温水の温度が所定の温度範
囲に自動的にキープされる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】図１は、典型的なタンデム型太陽電池が発電に利用する電磁波の波長を説明する
ための図である。
【図２】図２は、ソーラーハウスの断面図である。
【図３】図３は、ソーラーハウスの屋根を示す斜視図である。
【図４】図４は、ソーラーハウスの屋根を示す断面図である。
【図５】図５は、ソーラーハウスの屋根を示す平面図である。
【図６】図６は、整流板の平面図である。
【図７】図７は、給湯機構を示す。
【符号の説明】
【００４６】
２　屋根材
４　太陽電池
６　空気流路
７　導入口
８　空気導入口
１０　ファン
１２　集熱チャンバ
１４　熱交換器
１６　ソーラーベンチレーションボックス
１７　開口
１８　切替弁
１９　ファン
２０　立下りダクト
２２　床
２４　床下
２６　蓄熱材
２８　通風口
３０　居住空間
３２　整流板
３４　太陽電池（ファン用）
３６　整流板
３８　集熱ボックス
４０　整流羽根
４２　軸
４４　熱交換器
４６　第１タンク
４８　第２タンク
５０　給水管
５２　熱交換器
５４　循環ポンプ
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