
JP 6080436 B2 2017.2.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋外の状況である屋外状況を建物内に取り込むべく非操作状態から操作状態に移行され
る屋外状況取込手段を備えた建物に適用され、
　前記屋外状況取込手段による前記屋外状況の取り込みに伴って変化する前記建物内の屋
内環境を管理する屋内環境管理システムであって、
　前記屋外状況を前記建物内に取り込むことの目的とされる目的項目と、前記屋外状況の
取り込みに伴って変化するとその変化が前記屋内環境を整える上での妨げになる阻害項目
と、をあらかじめ定めておきそれら目的項目及び阻害項目に関連する関連情報を取得する
情報取得手段と、
　前記屋外状況取込手段が前記操作状態に移行されることを想定して、前記情報取得手段
により取得された前記関連情報に基づいて、前記阻害項目についての状態変化の態様を予
測する阻害態様予測手段と、
　前記阻害態様予測手段により予測された前記阻害項目についての状態変化の態様に応じ
て、前記屋外状況取込手段が前記操作状態に移行されることを規制するための規制処理を
行う規制処理手段と、
　前記阻害態様予測手段により予測された前記阻害項目についての状態変化の態様が所定
の許容範囲を超えるか否かを判定する阻害判定手段と、
を備え、
　前記規制処理手段は、
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　前記阻害判定手段によりなされた前記阻害項目についての予測が前記許容範囲を超える
と判定された場合に、前記屋外状況取込手段を前記操作状態に移行しても前記阻害項目の
変化を低減することが可能であるか否かを判定し、それが可能であると判定された場合は
前記規制処理を行わずに前記阻害項目の変化を低減する方法をアドバイス情報として所定
の報知手段から報知させる一方、可能でないと判定された場合は前記規制処理を行い、
　また、前記予測が前記許容範囲を超えないと判定された場合には前記規制処理を行わな
いものであることを特徴とする屋内環境管理システム。
【請求項２】
　前記屋外状況取込手段は、第１取込手段と、該第１取込手段とは異なる位置に設けられ
た第２取込手段とを有しており、これら第１取込手段及び第２取込手段は、前記建物内の
同一の空間に屋外状況を取り込むものであり、
　前記阻害態様予測手段は、前記第１取込手段が前記操作状態に移行された場合を想定し
て、前記阻害項目についての状態変化の態様を予測するものであり、
　前記規制処理手段は、前記第１取込手段が前記操作状態に移行されたことを想定して、
前記阻害判定手段により前記阻害項目についての予測が許容範囲を超えると判定された場
合に、前記第１取込手段について前記規制処理を行い、前記第２取込手段について前記規
制処理を行わないものであることを特徴とする請求項１に記載の屋内環境管理システム。
【請求項３】
　前記阻害態様予測手段は、前記第２取込手段が前記操作状態に移行された場合を想定し
て、前記阻害項目についての状態変化の態様を予測するものであり、
　前記規制処理手段は、前記第１取込手段が前記操作状態に移行されたことを想定して、
前記阻害判定手段により前記阻害項目についての予測が許容範囲を超えると判定され、且
つ前記第２取込手段が前記操作状態に移行されたことを想定して、前記阻害判定手段によ
り前記阻害項目についての予測が許容範囲を超えると判定された場合に、前記第１取込手
段及び前記第２取込手段の両方について前記規制処理を行うものであることを特徴とする
請求項２に記載の屋内環境管理システム。
【請求項４】
　前記阻害判定手段により前記阻害項目についての予測が前記許容範囲を超えないと判定
された場合に、前記屋外状況取込手段を前記操作状態に移行させるための取込処理を行う
取込処理手段を備えていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の屋内
環境管理システム。
【請求項５】
　前記屋外状況取込手段は、当該屋外状況取込手段に対して手動操作が行われることで前
記非操作状態から前記操作状態に移行されるものであり、
　前記屋外状況取込手段に対する操作履歴を所定の記憶手段に記憶させる記憶実行手段と
、
　前記阻害判定手段により前記阻害項目についての予測が前記許容範囲を超えないと判定
された場合に、前記記憶手段に記憶されている過去の前記操作履歴に基づいて、前記手動
操作の実行を推奨する推奨情報を所定の報知手段から報知させる報知実行手段と、
を備え、
　前記記憶実行手段は、前記記憶手段に記憶されている過去の前記操作履歴を、前記報知
手段により行われた前記推奨情報の報知に対して前記手動操作が実行されたか否かを示す
実績として、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする請求項４に記載の屋
内環境管理システム。
【請求項６】
　前記屋外状況取込手段は、前記操作状態に移行された場合の態様として、あらかじめ定
められた第１態様と、該第１態様とは異なる第２態様とに移行可能であり、
　前記屋内環境の状態を示す複数の項目には、前記阻害項目にされることはあっても前記
目的項目にされることはない第１項目と、前記阻害項目及び前記目的項目の両方にされる
ことがある第２項目とが含まれており、
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　前記阻害態様予測手段は、前記屋外状況取込手段が前記第１態様に移行されることを想
定した場合に、前記第２項目ではなく前記第１項目を前記阻害項目とし該阻害項目につい
ての予測を行う一方で、前記屋外状況取込手段が前記第２態様に移行されることを想定し
た場合に、前記第２項目を前記阻害項目とし該阻害項目についての予測を行うものである
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の屋内環境管理システム。
【請求項７】
　前記屋外状況取込手段が前記操作状態に移行されたことを想定して、前記情報取得手段
により取得された前記関連情報に基づいて、前記目的項目についての状態変化の態様を予
測する目的態様予測手段と、
　前記目的態様予測手段により予測された前記目的項目についての状態変化の態様が所定
の目的態様に含まれるか否かを判定する目的判定手段と、
を備え、
　前記規制処理手段は、前記目的判定手段により前記目的項目についての予測が前記目的
態様に含まれないと判定された場合に前記規制処理を行うものであることを特徴とする請
求項１乃至６のいずれか１項に記載の屋内環境管理システム。
【請求項８】
　屋外から外気を取り込むことで前記屋外状況を取り込むことになる通気部を備えた建物
に適用され、
　前記屋外状況取込手段は、前記通気部の通気を遮断することが可能な通気遮断手段を有
しており、
　前記目的項目及び前記阻害項目の両方が、前記通気遮断手段が非遮断状態にある場合に
前記通気部を通じて前記建物内に取り込まれる外気により変化する項目であることを特徴
とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の屋内環境管理システム。
【請求項９】
　屋外から日射及び外気を取り込むことで前記屋外状況を取り込むことになる窓部を備え
た建物に適用され、
　前記屋外状況取込手段は、
　前記窓部の通気を遮断することが可能なサッシ戸と、
　前記窓部を通じて前記建物内に取り込まれる日射を遮ることが可能な日射遮蔽手段と、
を有しており、
　前記目的項目及び前記阻害項目の一方が、前記サッシ戸が開放状態にある場合に前記窓
部を通じて前記建物内に取り込まれる外気により変化するものであり、他方が、前記日射
遮蔽手段が非遮蔽状態にある場合に前記窓部を通じて前記建物内に取り込まれる日射であ
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の屋内環境管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋内環境管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物においては、窓部のサッシ戸やシャッタカーテンを開放することにより、
屋外から外気や太陽光を建物内空間に取り込むことができる。この場合、屋外状況を建物
内に取り込むことにもなる。例えば、サッシ戸を開放して外気を窓部から建物内空間に取
り込むことにより、建物内空間の換気を行うことや、湿度や温度を調整することが可能と
なる（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１１５０４１号公報
【発明の概要】



(4) JP 6080436 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、窓部から外気や太陽光を取り込むことで屋外状況を取り込む場合、意図
しない屋外状況まで建物内に取り込まれてしまうことが懸念される。例えば、外気に埃や
花粉、煙などが多量に含まれている場合、建物内空間の換気を目的として外気を取り込ん
だにもかかわらず、建物内空間において埃や花粉などが却って増えてしまい、建物内の空
気質が低下してしまう。
【０００５】
　本発明は、屋外状況を利用して屋内環境を好適に調整することができる屋内環境管理シ
ステムを提供することを主たる目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて作用、効果等を示し
つつ説明する。
【０００７】
　第１の発明の屋内環境管理システムは、屋外の状況である屋外状況を建物内に取り込む
べく非操作状態から操作状態に移行される屋外状況取込手段を備えた建物に適用され、前
記屋外状況取込手段による前記屋外状況の取り込みに伴って変化する前記建物内の屋内環
境を管理する屋内環境管理システムであって、前記屋外状況を前記建物内に取り込むこと
の目的とされる目的項目と、前記屋外状況の取り込みに伴って変化するとその変化が前記
屋内環境を整える上での妨げになる阻害項目と、をあらかじめ定めておきそれら目的項目
及び阻害項目に関連する関連情報を取得する情報取得手段と、前記屋外状況取込手段が前
記操作状態に移行されることを想定して、前記情報取得手段により取得された前記関連情
報に基づいて、前記阻害項目についての状態変化の態様を予測する阻害態様予測手段と、
前記阻害態様予測手段により予測された前記阻害項目についての状態変化の態様に応じて
、前記屋外状況取込手段が前記操作状態に移行されることを規制するための規制処理を行
う規制処理手段と、を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　第１の発明によれば、屋外状況を取り込むことで目的項目の状態を変化させることが可
能であるが、その一方で、屋外状況の取り込みに伴って阻害項目の状態が変化すると予測
された場合には、規制処理を行うことにより、屋外状況の取り込みを行わせないようにす
ることも可能である。この場合、屋外状況の取り込みに伴うデメリットの発生を防止する
こと、及び屋外状況の取り込みに伴ってメリットが得られること、のいずれを優先するの
かを選択することができる。したがって、目的項目の状態を変化させることよりも阻害項
目の状態を変化させないことを優先する場合には、阻害項目の状態を保持するために屋外
状況を建物内に取り込まないことを選択することができる。以上により、屋外状況を利用
して屋内環境を好適に調整することができる。
【０００９】
　第２の発明では、前記阻害態様予測手段により予測された前記阻害項目についての状態
変化の態様が所定の許容範囲を超えるか否かを判定する阻害判定手段を備え、前記規制処
理手段は、前記阻害判定手段により前記阻害項目についての予測が前記許容範囲を超える
と判定された場合に前記規制処理を行い、前記予測が前記許容範囲を超えないと判定され
た場合に前記規制処理を行わないものである。
【００１０】
　第２の発明によれば、屋外状況の取り込みに伴って阻害項目の状態が変化すると予測さ
れた場合でも、その予測が許容範囲を超えないのであれば、屋外状況を取り込むことが許
容される。これにより、阻害項目の状態変化が極端に大きくなければ、阻害項目の状態が
変化することを許容して、目的項目の状態を変化させることを優先することができる。
【００１１】
　第３の発明では、前記屋外状況取込手段は、第１取込手段と、該第１取込手段とは異な
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る位置に設けられた第２取込手段とを有しており、これら第１取込手段及び第２取込手段
は、前記建物内の同一の空間に屋外状況を取り込むものであり、前記阻害態様予測手段は
、前記第１取込手段が前記操作状態に移行された場合を想定して、前記阻害項目について
の状態変化の態様を予測するものであり、前記規制処理手段は、前記第１取込手段が前記
操作状態に移行されたことを想定して、前記阻害判定手段により前記阻害項目についての
予測が許容範囲を超えると判定された場合に、前記第１取込手段について前記規制処理を
行い、前記第２取込手段について前記規制処理を行わないものである。
【００１２】
　屋外状況取込手段として第１取込手段と第２取込手段とが設けられている構成において
は、第１取込手段により屋外環境が取り込まれた場合と、第２取込手段により屋外環境が
取り込まれた場合とで、目的項目や阻害項目の状態変化の態様が異なることがあると考え
られる。
【００１３】
　そこで、第３の発明によれば、第１取込手段による屋外状況の取り込みに伴って阻害項
目の状態が変化すると予測され、その予測が許容範囲を超える場合であっても、第２取込
手段にて屋外状況を取り込むことが許容される。この場合、単に屋外状況の取り込み位置
を変更することで、目的項目を変化させるという屋外状況の取り込みの目的を達成した上
で、阻害項目の状態変化を許容範囲内に抑えることが可能となる。
【００１４】
　第４の発明では、前記阻害態様予測手段は、前記第２取込手段が前記操作状態に移行さ
れた場合を想定して、前記阻害項目についての状態変化の態様を予測するものであり、前
記規制処理手段は、前記第１取込手段が前記操作状態に移行されたことを想定して、前記
阻害判定手段により前記阻害項目についての予測が許容範囲を超えると判定され、且つ前
記第２取込手段が前記操作状態に移行されたことを想定して、前記阻害判定手段により前
記阻害項目についての予測が許容範囲を超えると判定された場合に、前記第１取込手段及
び前記第２取込手段の両方について前記規制処理を行うものである。
【００１５】
　第４の発明によれば、第１取込手段による屋外状況の取り込み及び第２取込手段による
屋外状況の取り込みのいずれについても、阻害項目の状態変化が許容範囲を超えると予測
された場合、第１取込手段及び第２取込手段のいずれについても屋外状況の取り込みを行
わせないようにすることができる。阻害項目の状態を保持するために屋外状況を建物内に
取り込まないことを選択することができる。
【００１６】
　第５の発明では、前記阻害判定手段により前記阻害項目についての予測が前記許容範囲
を超えないと判定された場合に、前記屋外状況取込手段を前記操作状態に移行させるため
の取込処理を行う取込処理手段を備えている。
【００１７】
　第５の発明によれば、屋外状況の取り込みに伴う阻害項目の状態変化が許容範囲を超え
ないと予測された場合、屋外状況が取り込まれるため、目的項目の状態を変化させること
ができる。
【００１８】
　第６の発明では、前記屋外状況取込手段は、当該屋外状況取込手段に対して手動操作が
行われることで前記非操作状態から前記操作状態に移行されるものであり、前記屋外状況
取込手段に対する操作履歴を所定の記憶手段に記憶させる記憶実行手段と、前記阻害判定
手段により前記阻害項目についての予測が前記許容範囲を超えないと判定された場合に、
前記記憶手段に記憶されている過去の前記操作履歴に基づいて、前記手動操作の実行を推
奨する推奨情報を所定の報知手段から報知させる報知実行手段と、を備え、前記記憶実行
手段は、前記記憶手段に記憶されている過去の前記操作履歴を、前記報知手段により行わ
れた前記推奨情報の報知に対して前記手動操作が実行されたか否かを示す実績として、前
記記憶手段に記憶させるものである。
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【００１９】
　屋外状況の取り込みが推奨情報の報知により推奨される構成においては、実際に屋外状
況を取り込む操作はユーザが行うことになるため、推奨情報の内容とユーザが実際に行っ
た操作の実績とが異なる場合が生じると考えられる。これに対して、第６の発明によれば
、推奨情報の報知に対してユーザが屋外状況取込手段を操作したか否かの過去の実績を考
慮して、推奨情報が報知されるため、ユーザの嗜好や関連情報には含まれない事象などを
ふまえて外気状況取込手段を操作状態に移行させることができる。
【００２０】
　第７の発明では、前記屋外状況取込手段は、前記操作状態に移行された場合の態様とし
て、あらかじめ定められた第１態様と、該第１態様とは異なる第２態様とに移行可能であ
り、前記屋内環境の状態を示す複数の項目には、前記阻害項目にされることはあっても前
記目的項目にされることはない第１項目と、前記阻害項目及び前記目的項目の両方にされ
ることがある第２項目とが含まれており、前記阻害態様予測手段は、前記屋外状況取込手
段が前記第１態様に移行されることを想定した場合に、前記第２項目ではなく前記第１項
目を前記阻害項目とし該阻害項目についての予測を行う一方で、前記屋外状況取込手段が
前記第２態様に移行されることを想定した場合に、前記第２項目を前記阻害項目とし該阻
害項目についての予測を行うものである。
【００２１】
　第１項目としては、埃や花粉などによる空気質、屋外側の雨の浸入などが挙げられ、こ
れら第１項目は建物内の状況や時間帯、季節などに関係なく阻害項目とされる。第２項目
としては、例えば建物内空間の温度や湿度、日射などが挙げられ、これら第２項目は、建
物内の状況や時間帯、季節などに応じて目的項目及び阻害項目の両方になり得る。例えば
、日射であれば、取り込む季節が冬期であれば建物内空間を暖めるための目的項目になる
が、取り込む季節が夏期であれば建物内空間が過剰に加熱されてしまうために阻害項目に
なる。
【００２２】
　そこで、第７の発明によれば、屋外状況取込手段が操作状態に移行される場合の態様に
応じて、第２項目が目的項目や阻害項目に設定されるため、第２項目を積極的に取り込む
ことができる一方で、第２項目を意図的に取り込まないようにすることもできる。つまり
、第２項目の状態変化を都度の屋外環境や屋内環境に合わせて好適に管理することができ
る。
【００２３】
　第８の発明では、前記屋外状況取込手段が前記操作状態に移行されたことを想定して、
前記情報取得手段により取得された前記関連情報に基づいて、前記目的項目についての状
態変化の態様を予測する目的態様予測手段と、前記目的態様予測手段により予測された前
記目的項目についての状態変化の態様が所定の目的態様に含まれるか否かを判定する目的
判定手段と、を備え、前記規制処理手段は、前記目的判定手段により前記目的項目につい
ての予測が前記目的態様に含まれないと判定された場合に前記規制処理を行うものである
。
【００２４】
　第８の発明によれば、屋外環境を取り込むことで目的項目が目的に沿わないような変化
をすると予測された場合には、屋外状況の取り込みに伴って阻害項目の状態が変化するか
否かに関係なく、屋外状況を取り込まないようにすることで現在の屋内環境を保持するこ
とができる。
【００２５】
　第９の発明では、屋外から外気を取り込むことで前記屋外状況を取り込むことになる通
気部を備えた建物に適用され、前記屋外状況取込手段は、前記通気部の通気を遮断するこ
とが可能な通気遮断手段を有しており、前記目的項目及び前記阻害項目の両方が、前記通
気遮断手段が非遮断状態にある場合に前記通気部を通じて前記建物内に取り込まれる外気
により変化する項目である。
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【００２６】
　第９の発明によれば、目的項目及び阻害項目はいずれも建物内への外気の取り込みによ
り変化する項目であるため、阻害項目についての状態変化の態様に応じて外気が取り込ま
れることが好ましい。これにより、外気を取り込む場合に、目的項目の状態を変化させる
ことができるというメリットと、阻害項目の状態が変化してしまうというデメリットとの
バランスを好適にとることができる。
【００２７】
　第１０の発明では、屋外から日射及び外気を取り込むことで前記屋外状況を取り込むこ
とになる窓部を備えた建物に適用され、前記屋外状況取込手段は、前記窓部の通気を遮断
することが可能なサッシ戸と、前記窓部を通じて前記建物内に取り込まれる日射を遮るこ
とが可能な日射遮蔽手段と、を有しており、前記目的項目及び前記阻害項目の一方が、前
記サッシ戸が開放状態にある場合に前記窓部を通じて前記建物内に取り込まれる外気によ
り変化するものであり、他方が、前記日射遮蔽手段が非遮蔽状態にある場合に前記窓部を
通じて前記建物内に取り込まれる日射である。
【００２８】
　第１０の発明によれば、目的項目及び阻害項目のうち一方が建物内への外気の取り込み
により変化する項目であり、他方が建物内への日射の取り込みにより変化する項目である
ため、阻害項目についての状態変化の態様に応じて外気及び日射が取り込まれることが好
ましい。これにより、外気及び日射を取り込む場合に、目的項目の状態を変化させること
ができるというメリットと、阻害項目の状態が変化してしまうというデメリットとのバラ
ンスを好適にとることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】建物の間取りを示す平面図
【図２】屋内環境管理システムの電気的な構成を示すブロック図
【図３】屋内環境管理処理の手順を示すフローチャート
【図４】通気処理の手順を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明を具体化した一実施形態について図面を参照しつつ説明する。本実施形態
では、本発明の屋内環境管理システムを住宅等の建物において具体化しており、その建物
の一階部分を対象として屋内環境管理システムにより屋内環境の管理を行う構成となって
いる。図１は建物１０の間取りを示す平面図、図２は屋内環境管理システムの電気的な構
成を示すブロック図である。
【００３１】
　図１に示すように、建物１０の一階部分には、リビングやキッチン、ダイニングといっ
た複数の居室を有する居室空間１１と、玄関や廊下、トイレといった複数の非居室を有す
る非居室空間１２とが設けられており、それら居室空間１１及び非居室空間１２により一
階部分の屋内空間が形成されている。
【００３２】
　建物１０の外壁１５は、互いに対向する一対の第１壁部１６ａ，１６ｂと、それら第１
壁部１６ａ，１６ｂとは交差する方向に延びる一対の第２壁部１７ａ，１７ｂとを有して
いる。第１壁部１６ａ，１６ｂ及び第２壁部１７ａ，１７ｂは、それぞれ居室空間１１を
屋外空間に対して区画して（仕切って）おり、それら区画部分には窓部２１がそれぞれ設
けられている。この場合、窓部２１は、各壁部１６ａ，１６ｂ，１７ａ，１７ｂのそれぞ
れに設けられていることになる。各窓部２１には、開閉体としてのサッシ戸２２がそれぞ
れ設けられており、サッシ戸２２の開閉方式は、窓部２１ごとに引き違い式や片開き式な
どが適宜用いられている。
【００３３】
　なお、第１壁部１６ａ，１６ｂは東西方向に延びており、第１壁部１６ａが第１壁部１
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６ｂよりも北側に配置されている。また、第２壁部１７ａ，１７ｂは南北方向に延びてお
り、第２壁部１７ａが第２壁部１７ｂよりも東側に配置されている。
【００３４】
　外壁１５に設けられた各窓部２１には、居室空間１１の床面から上方に向けて延びる掃
き出し窓２１ａが含まれており、掃き出し窓２１ａは、第１壁部１６ｂ及び第２壁部１７
ａにそれぞれ設けられている。この場合、掃き出し窓２１ａには、引き違い式のサッシ戸
２２が複数設けられており、それらサッシ戸２２により掃き出し窓２１ａが開放されるこ
とで、住人等は屋外から掃き出し窓２１ａを通じて居室空間１１に出入りすることができ
るようになっている。
【００３５】
　各掃き出し窓２１ａに対してはシャッタ装置３１が設けられている。図２に示すように
、シャッタ装置３１は、サッシ戸２２の屋外面に沿うように昇降するシャッタカーテン３
２と、シャッタカーテン３２を収納するシャッタケース３３とを有している。シャッタケ
ース３３は、掃き出し窓２１ａの上方において外壁１５の屋外面に対して取り付けられて
おり、シャッタカーテン３２は、シャッタケース３３内に設けられた巻取ドラムに巻き取
られることで開放状態に移行し、シャッタケース３３から繰り出されることで閉鎖状態に
移行することが可能になっている。
【００３６】
　シャッタカーテン３２は、スラット式カーテンとされており、長尺板状のスラット３５
を複数含んで構成されている。各スラット３５は水平方向に沿って延びた状態で、上下方
向に並べて配置されている。また、各スラット３５は、水平方向に延びる軸線を中心に回
動可能になっており、回動することで、それらスラット３５の間の隙間を通じた通気が可
能な通気状態と、スラット３５の間を通じた通気を遮断する通気遮断状態とに移行する。
【００３７】
　シャッタ装置３１は、シャッタカーテン３２を昇降させるために駆動するシャッタカー
テン駆動部３７と、スラット３５を回転させるために駆動するスラット駆動部３８とを有
している。これら駆動部３７，３８は、電気モータを含んで構成されており、それぞれシ
ャッタケース３３に設けられている。シャッタカーテン駆動部３７は、シャッタケース３
３内の巻取ドラムを回転させるための駆動部になっており、スラット駆動部３８は、各ス
ラット３５を個別に回転させることが可能になっている。
【００３８】
　シャッタカーテン３２が開放状態にある場合、及びシャッタカーテン３２が閉鎖状態に
あってもスラット３５が通気状態にある場合には、窓部２１を通じた居室空間１１の通気
が可能になり、これらの場合のシャッタ装置３１の状態を通気状態と称する。一方、シャ
ッタカーテン３２が閉鎖状態にあり且つ各スラット３５が通気遮断状態にある場合には、
窓部２１を通じた居室空間１１の通気が行われず、この場合のシャッタ装置３１の状態を
通気遮断状態と称する。
【００３９】
　また、シャッタカーテン３２が開放状態にある場合、シャッタカーテン３２が閉鎖状態
にあり且つ各スラット３５が日射を通す角度にある場合には、窓部２１を通じた居室空間
１１への日射が行われ、これらの場合のシャッタ装置３１の状態を採光状態と称する。一
方、シャッタカーテン３２が閉鎖状態にあり且つスラット３５が日射を遮る角度にある場
合には、窓部２１を通じた居室空間１１への日射がシャッタカーテン３２により遮られ、
この場合のシャッタ装置３１の状態を非採光状態と称する。なお、シャッタ装置３１が非
通気状態にある場合は非採光状態にあることにもなる。
【００４０】
　また、各掃き出し窓２１ａに対してはオーニング装置４１がそれぞれ設けられている。
オーニング装置４１は、掃き出し窓２１ａの上方において外壁１５から遠ざかる側に向け
て側方に延出するオーニング４２と、オーニング４２の屋外側端部を支持する支持アーム
４３とを有しており、外壁１５の屋外面に対して取り付けられている。オーニング４２は
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、布や合成樹脂材料によりシート状に形成されており、各シート面を上下に向けた状態で
設置されている。
【００４１】
　オーニング装置４１においては、外壁１５からのオーニング４２の延出寸法が可変にさ
れている。具体的には、支持アーム４３が、オーニング４２が延出している方向に沿って
伸縮可能にされており、オーニング４２は、支持アーム４３が縮むことで回転軸４４に巻
き取られ、支持アーム４３が伸びることで回転軸４４から繰り出される。オーニング装置
４１は、支持アーム４３を伸縮させるために駆動するオーニング駆動部４５を有している
。オーニング駆動部４５は、電気モータを含んで構成されている。
【００４２】
　オーニング４２により日射が遮られている場合には、窓部２１を通じた居室空間１１へ
の日射が遮られ、この場合のオーニング装置４１の状態を非採光状態と称する。一方、オ
ーニング４２により日射の一部が遮られていても、窓部２１を通じた居室空間１１への日
射が行われ、この場合のオーニング装置４１の状態を採光状態と称する。
【００４３】
　なお、図２においては、第１壁部１６ｂに設けられた掃き出し窓２１ａを図示している
が、第２壁部１７ａに設けられた掃き出し窓２１ａについても同様の構成となっている。
【００４４】
　ちなみに、サッシ戸２２及びシャッタ装置３１が通気遮断手段に相当し、シャッタ装置
３１及びオーニング装置４１が日射遮蔽手段に相当する。また、シャッタ装置３１におい
ては、シャッタカーテン３２及びスラット３５が通気遮断手段及び日射遮蔽手段を構成し
ており、オーニング装置４１においては、オーニング４２が日射遮蔽手段を構成している
。
【００４５】
　次に、屋内環境管理システムの電気的な構成について説明する。
【００４６】
　屋内環境管理システムは、制御手段としてのホームサーバ５１を有している。ホームサ
ーバ５１は、ＣＰＵや各種メモリ等からなるマイクロコンピュータを含んで構成されてお
り、例えばリビングの内壁面に取り付けられている。ホームサーバ５１は、窓部２１の開
閉状態や、シャッタ装置３１の動作状態、オーニング装置４１の状態を記憶する記憶部５
２を有している。
【００４７】
　ホームサーバ５１には、屋外の空気温度を検出する外気温度センサ６１と、屋外の空気
湿度を検出する外気湿度センサ６２と、屋外にて発生した騒音を検出する騒音センサ６３
と、屋外の空気質を検出する屋外空気質センサ６４と、屋外に人がいることを検出する屋
外人感センサ６５とが接続されている。これらセンサ６１～６５は、屋外において外壁１
５に対して取り付けられており、それぞれ検出信号をホームサーバ５１に対して出力する
。騒音センサ６３及び屋外人感センサ６５は、各窓部２１のそれぞれについて窓部２１周
辺に配置されており、騒音センサ６３は窓部２１周辺での騒音の大きさを検出し、屋外人
感センサ６５は窓部２１周辺に人がいることを検出する。
【００４８】
　また、ホームサーバ５１には、居室空間１１の空気温度を検出する居室温度センサ７１
と、居室空間１１の空気湿度を検出する居室湿度センサ７２と、居室空間１１の空気質を
検出する居室空気質センサ７３と、サッシ戸２２の開閉状態を検出するサッシ戸センサ７
４とが接続されている。これらセンサ７１～７４は、建物１０内の例えば内壁面に取り付
けられており、それぞれ検出信号をホームサーバ５１に対して出力する。サッシ戸センサ
７４は、各窓部２１のそれぞれに取り付けられており、窓部２１ごとにサッシ戸２２が開
放されていることを個別に検出する。
【００４９】
　さらに、ホームサーバ５１には、シャッタカーテン駆動部３７と、スラット駆動部３８
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と、オーニング駆動部４５と、居室空間１１の空調を行うエアコン等の空調装置８１と、
居室空間１１の空気を屋外に排出することで建物１０内の換気を行う換気装置８２と、ス
ピーカや表示パネルを有する報知装置８３と、無線通信や有線通信が可能な通信装置８４
と、建物１０周辺の屋外において散水を行う散水装置８５とがアクチュエータとしてそれ
ぞれ接続されており、ホームサーバ５１は、指令信号を出力することでこれらアクチュエ
ータの動作制御を行う。
【００５０】
　散水装置８５は、窓部２１の屋外側において庭等に設置されており、地面に対して散水
を行うことが可能になっている。散水装置８５により地面に対する散水が行われた場合、
地面における水の気化熱により窓部２１周辺の外気の温度が下がり、温度の下がった状態
の外気を窓部２１から居室空間１１に流れ込むことが可能になる。
【００５１】
　通信装置８４は、リモコン８６との無線通信が可能になっている。リモコン８６は、住
人等により入力操作が行われる操作装置であり、入力操作に応じて操作信号を出力し、そ
の操作信号が通信装置８４を介してホームサーバ５１に入力されることで、ホームサーバ
５１は、操作信号に応じて上記各アクチュエータの動作制御を行うことが可能になってい
る。つまり、ユーザはリモコン８６により各アクチュエータの遠隔操作を手動操作として
行うことができる。なお、サッシ戸２２についてはユーザが遠隔操作ではなく直接的に手
動操作を行うことになる。
【００５２】
　また、通信装置８４は、インターネットなどに接続することが可能になっており、ホー
ムサーバ５１は、インターネットなどから天気情報を取得することが可能になっている。
【００５３】
　居室空間１１においては、窓部２１のサッシ戸２２が開放され、且つシャッタ装置３１
が通気状態にある場合に、窓部２１を通じて外気を取り込むことが可能になる。また、オ
ーニング４２及びシャッタカーテン３２が採光状態にある場合に、窓部２１を通じて太陽
光を取り込むことが可能になる。ここで、外気や太陽光は屋外の状況を左右するものであ
り、外気や太陽光を居室空間１１に取り込むことは屋外状況を居室空間１１に取り込むこ
とになる。
【００５４】
　なお、窓部２１を開閉するサッシ戸２２やシャッタ装置３１、オーニング装置４１は、
屋外状況を窓部２１から居室空間１１に取り込ませること、及び屋外状況の取り込みを規
制することが可能な屋外状況取込手段に相当する。これら屋外状況取込手段は、屋外状況
を取り込まない状態が非操作状態に相当し、屋外状況を取り込むことが可能な状態が操作
状態に相当する。例えば、サッシ戸２２については、閉鎖状態が非操作状態に相当し、開
放状態が操作状態に相当する。また、シャッタ装置３１については、通気遮断状態及び非
採光状態が非操作状態に相当し、通気状態及び採光状態が操作状態に相当する。オーニン
グ装置４１については、非採光状態が非操作状態に相当し、採光状態が操作状態に相当す
る。
【００５５】
　ホームサーバ５１は、屋内環境管理処理を実行することが可能になっている。ここでは
、ホームサーバ５１により実行される屋内環境管理処理について、図３、図４のフローチ
ャートを参照しつつ説明する。なお、ホームサーバ５１は、屋内環境管理処理を所定周期
で繰り返し実行する。
【００５６】
　図３において、ステップＳ１０１では、建物１０内に設けられた各センサ７１～７３の
検出信号に基づいて、居室空間１１の温度や湿度、空気質といった屋内情報を取得する。
ステップＳ１０２では、屋外に設けられた各センサ６１～６５の検出信号に基づいて、屋
外側の温度や湿度、空気質、騒音の有無、人の有無といった屋外情報を取得する。また、
通信装置８４を通じて、屋外の風向きや風速、天気といった天気情報を屋外情報として取
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得する。なお、屋内情報及び屋外情報が関連情報に相当する。
【００５７】
　ステップＳ１０３では、窓部２１を通じて居室空間１１の通気が行われているか否かを
判定する。ここでは、各サッシ戸センサ７４の検出信号に基づいて、各窓部２１のそれぞ
れについてサッシ戸２２が開放状態にあるか否かの判定を行い、サッシ戸２２が開放状態
になっている窓部２１が１つでもある場合に、居室空間１１の通気が行われているとする
。ただし、シャッタ装置３１が設置されている掃き出し窓２１ａについては、シャッタ装
置３１が通気遮断状態にあるか否かを判定し、シャッタ装置３１が通気遮断状態にあれば
サッシ戸２２が開放されていても、その掃き出し窓２１ａでの通気は行われていないとす
る。
【００５８】
　居室空間１１の通気が行われていない場合、ステップＳ１０４に進み、居室空間１１の
通気要求があるか否かを判定する。ここでは、リモコン８６に対して通気要求を示す入力
操作が行われたか否かを判定し、その入力操作が行われた場合に通気要求があるとする。
なお、通気要求としては、サッシ戸２２の開放要求やシャッタカーテン３２の開放要求が
挙げられる。また、留守の状態が所定時間以上続いた後に、住人等が帰宅した場合に、玄
関ドアの施錠装置が解錠されたことを通気要求としてもよい。なお、居室空間１１におい
ては通気により空気の流れが生じるため、空気の流れが目的項目に相当する。
【００５９】
　居室空間１１の通気要求がある場合、ステップＳ１０５に進み、通気処理を行う。通気
処理については、図４のフローチャートを参照しつつ説明する。
【００６０】
　図４において、ステップＳ２０１では、居室空間１１において通気を行う窓部２１を選
択する。ここでは、屋外情報（関連情報）に基づいて風向きを取得し、外壁１５における
風向きに交差する方向に延びる部分の窓部２１を開放対象として選択する。例えば、風向
きが外壁１５における第２壁部１７ａ，１７ｂの壁面と交差する向き（例えば東西方向）
の場合、第２壁部１７ａ，１７ｂの窓部２１を開放対象として選択する。
【００６１】
　なお、開放対象とする窓部２１の選択は、関連情報に加えて、関連情報に含まれない情
報や、ユーザの嗜好に関する情報に基づいて行っている。これについては、ステップＳ１
０８での説明にて後述する。
【００６２】
　ステップＳ２０２では、窓部２１を開放して通気を行うことで居室空間１１に生じる空
気の流れを予測する。ここでは、居室空間１１の空気に流れを生じさせることが、目的項
目に変化を生じさせることになるため、目的項目に変化が生じることを予測することにな
る。ステップＳ２０３では、通気により居室空間１１に空気の流れが生じるという予測結
果になったか否かを判定する。なお、通気に際しては屋外の風の強さが許容範囲に含まれ
ているか否かを判定し、風が弱すぎる場合や強すぎる場合（風速が上限基準値と下限基準
値との間にない場合）は、通気を行わないとして、ステップＳ２０３を否定判定とする。
【００６３】
　居室空間１１において空気の流れが生じるという予測結果になった場合、ステップＳ２
０４に進み、通気の実行に伴って生じる阻害項目の変化を予測する。ここでは、屋内環境
に含まれる複数の項目のうち、変化することが屋内環境を整える上での妨げになると予想
される項目を阻害項目として特定する。例えば、屋外情報に基づいて窓部２１周辺の空気
質を算出し、外気に含まれる埃や花粉などが所定量よりも多い場合、空気質を阻害項目と
して特定する。そして、屋内情報に基づいて居室空間１１における空気質を算出し、屋外
の空気質と居室空間１１の空気質とを比較して、通気を行うことで居室空間１１の空気質
がどの程度低下するかを予測する。
【００６４】
　また、屋外情報に基づいて、開放対象として選択された窓部２１への日射状態を取得し
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、その窓部２１から居室空間１１内に差し込む日射量が多い場合、日射を阻害項目として
特定する。ここで、開放対象の窓部２１にカーテンが設けられていても、その窓部２１を
介して通気を行う場合にはカーテンを開けることになるため、カーテンにより日射を遮る
ことができず、日射が居室空間１１内に差し込むことになる。そして、居室空間１１内に
差し込む日射量により居室空間１１の温度がどの程度上昇するのかを予測する。ちなみに
、居室空間１１には朝日や西日が差し込みやすいと考えられる。
【００６５】
　さらに、阻害項目としては、温度や湿度、騒音、屋外からの視線、雨の降り込みなどが
挙げられる。温度や湿度の変化としては、外気温度や外気湿度により居室空間１１の温度
や湿度が過剰に上昇したり低下したりすることが予測される。騒音の変化としては、窓部
２１を開放することで屋外での騒音が室内に入り込みやすくなり、室内に伝わる騒音の音
量が大きくなると予測される。
【００６６】
　屋外からの視線としては、通気しない状態であればカーテンで屋外からの視線が遮られ
ているが、通気が行われるとカーテンが開けられることで屋外からの視線が遮られない状
態になると予測される。ちなみに、屋外情報に基づいて、開放対象の窓部２１の周辺に人
が居るか否かを判定し、窓部２１周辺に人が居る場合に屋外からの視線を阻害項目として
特定する。
【００６７】
　なお、屋外環境に含まれる複数の項目のうち、阻害項目にされることはあっても目的項
目にされることがない第１項目としては、空気質や騒音、屋外からの視線、雨の降り込み
などがある。また、阻害項目及び目的項目の両方にされることがある第２項目としては、
日射や温度、湿度などが挙げられる。
【００６８】
　この場合、シャッタ装置３１は、シャッタカーテン３２が閉鎖状態にある場合、各スラ
ット３５の角度を変更することで、第１項目のうち屋外からの視線を遮ることが可能な状
態（第１態様）と、第２項目のうち日射を取り込むことが可能な状態（第２態様）とに移
行することが可能になっている。
【００６９】
　ステップＳ２０５では、居室空間１１において、通気の実行に伴って阻害項目の状態が
変化するという予測結果になったか否かを判定する。そして、阻害項目の状態が変化しな
いという予測結果になった場合、ステップＳ２０６に進む。なお、阻害項目の状態が変化
すると予測された場合でも、その変化の態様が許容範囲を超えないのであれば、阻害項目
の状態が変化しないと予測されたとする。阻害項目の状態変化の態様が許容範囲を超えな
い場合としては、空気質が所定値よりも低くない、日射による温度上昇の幅が所定値より
も小さい、外気温度や外気湿度による温度や湿度の変化の幅が所定値よりも小さい、騒音
の音量が所定値よりも小さいなどが挙げられる。
【００７０】
　ステップＳ２０６では、開放対象とされた窓部２１のサッシ戸２２を開放することを推
奨する処理を行う。この処理では、開放対象の窓部２１にて通気を行うことを推奨する旨
の推奨情報を報知装置８３にて音声出力や画像表示により報知する。ちなみに、この処理
が、屋外状況取込手段を操作状態に移行させるための取込処理に相当する。
【００７１】
　推奨情報が報知された結果、ユーザは居室空間１１に空気の流れが生じやすい窓部２１
を開放させることができる。しかも、阻害項目が変化しないため、屋内環境を整える上で
の妨げになる事象が生じない。
【００７２】
　一方、阻害項目が変化する場合、ステップＳ２０７に進み、開放対象として選択した窓
部２１を変更せずに（屋外状況取込手段を変更せずに）、阻害項目の変化を低減すること
が可能であるか否かを判定する。例えば、阻害項目に空気質が含まれている場合、空気質
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の変化の原因が庭で発生する砂埃であるか否かを判定し、庭で発生する砂埃であると判定
された場合、散水装置８５により散水を行えば庭での砂埃発生を低減できるとする。また
、阻害項目に温度や湿度が含まれている場合でも、阻害項目の変化が居室空間１１の温度
上昇や湿度低下であるか否かを判定し、温度上昇や湿度低下であると判定された場合、散
水装置８５により散水を行うことで窓部２１周辺の外気が冷やされたり外気に湿気が与え
られたりするため、通気に伴う居室空間１１の温度上昇や湿度低下を低減できるとする。
【００７３】
　また、阻害項目に日射や雨の降り込みが含まれている場合、開放対象の窓部２１に対し
てシャッタ装置３１やオーニング装置４１が設置されているか否かを判定し、シャッタ装
置３１やオーニング装置４１が設置されていると判定された場合、シャッタ装置３１やオ
ーニング装置４１を非採光状態に移行させれば居室空間１１内への日射量や雨の降り込み
量を低減できるとする。ただし、シャッタ装置３１は、非採光状態のうち通気状態に移行
させることになる。
【００７４】
　さらに、阻害項目に屋外からの視線が含まれている場合、開放対象の窓部２１に対して
シャッタ装置３１が設置されているか否かを判定し、シャッタ装置３１が設置されている
と判定された場合、シャッタ装置３１のシャッタカーテン３２を閉鎖状態に移行させ且つ
各スラット３５を通気状態に移行させることで、屋外からの視線が居室空間１１内に入る
スペースがスラット３５同士の間の隙間に限られ、屋外側の視線や雨の降り込みを低減で
きるとする。
【００７５】
　開放対象の窓部２１を変更せずに阻害項目の変化を低減することが可能であると判定さ
れた場合、ステップＳ２０８に進み、阻害項目の変化を低減する方法をアドバイス情報と
して報知装置８３にて報知させる。アドバイス情報としては、阻害項目に空気質や温度、
湿度が含まれている場合に散水装置８５に散水を行わせることを促す情報や、阻害項目に
日射が含まれている場合にシャッタ装置３１やオーニング装置４１を動作させることを促
す情報、阻害項目に屋外からの視線、雨の降り込みが含まれている場合にシャッタ装置３
１を動作させることを促す情報などが挙げられる。
【００７６】
　そして、阻害項目の変化を低減するためのアドバイス情報を報知した後は、ステップＳ
２０６の処理を実行する。
【００７７】
　また、開放対象の窓部２１を変更しないのでは阻害項目の変化を低減することが可能で
ない場合（ステップＳ２０７がＮＯ判定の場合）は、ステップＳ２０９に進み、開放対象
の窓部２１を他の窓部２１に変更した場合の、通気の実行に伴って生じる阻害項目の変化
を予測する。例えば、ステップＳ２０１にて第２壁部１７ａ，１７ｂの窓部２１が開放対
象として選択され、且つ阻害項目に空気質が含まれている場合に、第２壁部１７ａの窓部
２１から埃や花粉が流れ込むことで空気質が許容範囲を超えて変化するのであれば、開放
対象を第２壁部１７ａの窓部２１から第１壁部１６ｂの窓部２１に変更し、その窓部２１
により通気が行われた場合を想定して、居室空間１１の空気質の変化態様を予測する。
【００７８】
　この場合、変更される前の第２壁部１７ａの窓部２１のサッシ戸２２が第１取込手段に
相当し、変更された後の第１壁部１６ｂの窓部２１のサッシ戸２２が第２取込手段に相当
する。なお、変更前後の窓部２１に対してシャッタ装置３１が設置されていれば、そのシ
ャッタ装置３１も第１取込手段又は第２取込手段に相当することになる。
【００７９】
　また、阻害項目に日射（例えば西日）が含まれていれば、日射が当たる窓部２１から日
射が当たらない窓部２１に開放対象を変更し、その場合に取り込まれる日射量により居室
空間１１の温度がどの程度上昇するのかを予測する。阻害項目に騒音が含まれていれば、
騒音の発生元に近い側の窓部２１から騒音の発生元から遠い側の窓部２１に変更し、その
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場合に居室空間１１内に伝わる騒音の大きさを予測する。阻害項目に屋外からの視線が含
まれていれば、屋外において人がいる側の窓部２１から人がいない側の窓部２１に変更し
、その場合の屋外から居室空間１１内への視線の有無を予測する。阻害項目に雨の降り込
みが含まれていれば、風上で雨が降り込みやすい窓部２１から風下で雨が降り込みにくい
窓部２１に変更し、その場合の雨の降り込み量を予測する。
【００８０】
　ステップＳ２１０では、開放対象の窓部２１を変更した場合に通気の実行に伴って阻害
項目が変更するという予測結果になったか否かを判定する。そして、阻害項目の状態が変
化しないという予測結果になった場合、ステップＳ２１１に進む。なお、ステップＳ２１
０では、ステップＳ２０５と同様に、阻害項目の状態が変化すると予測された場合でも、
その変化の態様が許容範囲を超えないのであれば、阻害項目の状態が変化しないと予測さ
れたとする。
【００８１】
　ステップＳ２１１では、開放対象の窓部２１を変更する。例えば、第２壁部１７ａ，１
７ｂの各窓部２１を開放対象としていた場合に、それら窓部２１のうち第２壁部１７ａの
窓部２１から第１壁部１６ｂの窓部２１に開放対象を変更する。
【００８２】
　ステップＳ２１２では、開放対象を変更した後の窓部２１のサッシ戸２２を開放するこ
と（窓部２１にて通気を行うこと）を推奨する処理を行う。この処理では、ステップＳ２
０６と同様に、開放対象を変更した後の窓部２１にて通気を行うことを推奨する推奨情報
を報知装置８３から報知する。なお、この処理も、屋外状況取込手段を操作状態に移行さ
せるための取込処理に相当する。
【００８３】
　居室空間１１において空気の流れが生じないという予測結果になった場合（ステップＳ
２０３がＮＯ判定の場合）、又は開放対象の窓部２１を変更した上で阻害項目の状態が変
化するという予測結果になった場合（ステップＳ２１０がＹＥＳ判定の場合）は、ステッ
プＳ２１３に進み、開放対象の窓部２１を開放しないことを推奨する推奨情報を報知装置
８３から報知する。
【００８４】
　ここで、窓部２１を開放しても目的項目としての空気の流れに変化が生じないという予
測結果になっている場合には、その旨をユーザに知らせるべく推奨情報に含ませる。また
、窓部２１を開放すると阻害項目としての空気質や日射、温度、湿度、騒音、屋外からの
視線、雨の降り込みなどが許容範囲を超えて変化するという予測結果になっている場合に
は、その旨をユーザに知らせるべく推奨情報に含ませる。ここでの開放対象の窓部２１に
は、開放対象を変更した場合の窓部２１も含まれている。
【００８５】
　図３の説明に戻り、ステップＳ１０５の通気処理の終了後は、ステップＳ１０６に進み
、窓部２１にて通気を行うこと又は通気を行わないことの推奨報知（ステップＳ２０６，
Ｓ２１２，Ｓ２１３の処理）を行った場合に、実際に通気が実行されたか否かの情報を取
得する。ここでは、推奨報知の実行から所定時間（例えば５分）後においてサッシ戸２２
が閉鎖状態から開放状態に移行されたか否かの情報、シャッタ装置３１が通気遮断状態か
ら通気状態に移行されたか否かの情報を取得する。つまり、サッシ戸２２やシャッタ装置
３１といった屋外状況取込手段が非操作状態から操作状態に移行されたか否かの情報を取
得する。
【００８６】
　ステップＳ１０７では、所定時間後の窓部２１を通じた通気の状態と推奨情報の内容と
の比較を行う。例えば、推奨情報が通気を行うことを推奨する内容であるのに対して、所
定時間後に居室空間１１での通気が行われているのか否かを判定する。また、所定時間後
に通気が行われている場合でも、その通気が開放対象とされた窓部２１にて行われている
のか否かを判定する。つまり、開放対象とされた窓部２１が開放されているのか、開放対
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象とされていない窓部２１が開放されているのかを判定する。
【００８７】
　ステップＳ１０８では、推奨情報と、その推奨情報に対する通気の実行及び非実行の実
績とを関連付けて記憶部５２に記憶させる。これは、サッシ戸２２やシャッタ装置３１と
いった外気状況取込手段に対する操作履歴を記憶部５２に記憶させることになる。これに
より、過去の実績として、推奨情報により推奨された窓部２１をユーザが実際に開放して
いる確率を算出することが可能となる。例えば、第１壁部１６ａの窓部２１を開放対象と
して推奨した場合に対して、ユーザが実際に第１壁部１６ａの窓部２１を開放する確率を
算出することができる。これにより、ユーザの嗜好情報や、第１壁部１６ａの窓部２１の
屋外側に樹木や隣家など何らかの障害があるという推定情報を取得することができる。
【００８８】
　ここで、ステップＳ２０１での開放対象の窓部２１を選択する処理では、ユーザの操作
履歴を記憶部５２から読み出し、都度の関連情報に基づいて開放対象に設定した窓部２１
が、ユーザの操作履歴ではどの程度の確率で実際に開放されてきたのかを判定し、その確
率が所定値よりも高い場合は、開放対象の窓部２１の選択に操作履歴を反映させず、確率
が所定値以下である場合は、開放対象の窓部２１の選択に操作履歴を反映させる。
【００８９】
　例えば、都度の関連情報に基づいて第１壁部１６ａの窓部２１を開放対象の候補にした
場合でも、ユーザの操作履歴において第１壁部１６ａの窓部２１を開放した確率が所定値
よりも低ければ、第１壁部１６ａではなく他の壁部の窓部２１を開放対象として選択する
。また、この場合、操作履歴において、第１壁部１６ａの窓部２１の開放が推奨された場
合に、その窓部２１ではなく第２壁部１７ｂの窓部２１を開放する確率が所定値よりも高
いのであれば、第２壁部１７ｂの窓部２１を開放対象として選択する。
【００９０】
　居室空間１１の通気が行われている場合（ステップＳ１０３がＹＥＳ判定の場合）、又
は通気要求がない場合（ステップＳ１０４がＮＯ判定の場合）、通気処理を行わないとし
て、ステップＳ１０９に進み、窓部２１を通じて居室空間１１に日射が取り込まれている
か否かを判定する。ここでは、各掃き出し窓２１ａのそれぞれについて、シャッタ装置３
１及びオーニング装置４１が非採光状態にあるか否かを判定し、シャッタ装置３１及びオ
ーニング装置４１の少なくとも一方が非採光状態にある場合に、掃き出し窓２１ａでの採
光が行われていないとする。
【００９１】
　掃き出し窓２１ａからの採光が行われていない場合、ステップＳ１１０に進み、居室空
間１１の採光要求があるか否かを判定する。ここでは、リモコン８６に対して採光要求を
示す入力操作が行われたか否かを判定し、その入力操作が行われた場合に採光要求がある
とする。なお、採光要求としては、シャッタカーテン３２やオーニング４２の開放要求が
挙げられる。また、住人等が帰宅した場合に、玄関ドアの施錠装置が解錠されたことを通
気要求としてもよく、住人等が起床したことを通気要求としてもよい。なお、採光が目的
項目に相当する。
【００９２】
　居室空間１１の採光要求がある場合、ステップＳ１１１に進み、採光処理を行う。採光
処理では、通気処理と同様の手順で各種処理を実行するため、採光処理については、通気
処理との相違点を中心に簡単に説明する。
【００９３】
　採光処理では、目的項目を採光とし、阻害項目を屋外からの視線としており、外気状況
取込手段は、シャッタ装置３１及びオーニング装置４１となっている。そして、採光を行
う採光対象としては各掃き出し窓２１ａが選択可能とされており、屋外情報のうち各掃き
出し窓２１ａへの日射量と太陽光の照射角度に基づいて、いずれかの掃き出し窓２１ａを
採光対象として選択する。
【００９４】
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　採光対象とされた掃き出し窓２１ａを変更せずに阻害項目の変化を低減する処理として
は、シャッタ装置３１を採光状態に移行させる場合に、シャッタカーテン３２を開放状態
に移行させるのではなく、シャッタカーテン３２を閉鎖状態に移行させ且つ各スラット３
５を日射が通る角度に移行させる処理が挙げられる。この場合、各スラット３５の間の隙
間から日射を居室空間１１に取り込むことができる状態で、屋外からの視線を各スラット
３５により低減することができる。
【００９５】
　そして、採光対象として選択された掃き出し窓２１ａでの採光を推奨する報知処理、採
光対象を他の掃き出し窓２１ａに変更した場合にその掃き出し窓２１ａでの採光を推奨す
る報知処理、及び採光対象の掃き出し窓２１ａでの採光をしないことを推奨する報知処理
のいずれかを実行する。
【００９６】
　ステップＳ１１１の採光処理が終了した後は、通気処理の終了後と同様に、ステップＳ
１０６～Ｓ１０８の処理を実行する。ステップＳ１０６では、窓部２１にて採光を行うこ
と又は採光を行わないことの推奨報知を行った後に、実際に採光が行われたか否かの情報
を取得する。ステップＳ１０７では、所定時間後の窓部２１を通じた採光の状態と推奨情
報の内容との比較を行う。ステップＳ１０８では、推奨情報と、その推奨情報に対する採
光の実行及び非実行とを関連付けて記憶部５２に記憶させる。
【００９７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００９８】
　外気や日射を取り込むことで居室空間１１における空気の流れや日射量を変化させるこ
とが可能であるが、その一方で、外気や日射の取り込みに伴って、埃や花粉、騒音、屋外
からの視線、雨の降り込みなど阻害項目の状態が変化すると予測された場合には、外気や
日射の取り込みを行わせないようにすることができる。この場合、外気や日射の取り込み
に伴うデメリットの発生を防止すること、及び外気や日射の取り込みに伴ってメリットが
得られること、のいずれを優先するのかを選択することができる。したがって、外気や日
射を取り込むことよりも、埃や花粉の取り込みなどの阻害項目の状態が変化しないように
することを優先する場合には、阻害項目の状態を保持するために外気や日射を居室空間１
１に取り込ませないことを選択することができる。以上により、屋外状況を利用して屋内
環境を好適に調整することができる。
【００９９】
　外気や日射の取り込みに伴って阻害項目の状態が変化すると予測された場合でも、予測
された阻害項目の状態変化が許容範囲を超えないのであれば、外気や日射を取り込むこと
が許容される。これにより、阻害項目の状態変化が極端に大きくなければ、阻害項目の状
態が変化することを許容して、外気や日射を取り込むことを優先することができる。
【０１００】
　居室空間１１には窓部２１が複数設けられ、それら窓部２１ごとにサッシ戸２２が設け
られている構成において、開放対象として選択された窓部２１からの外気や日射の取り込
みが行われると阻害項目の状態が許容範囲を超えて変化すると予測された場合でも、開放
対象を他の窓部２１に変更することで、外気や日射を居室空間１１に取り込んでも、阻害
項目の状態変化を許容範囲内に抑えることが可能になる。この場合、単に外気や日射の取
り込み位置を変更することで、外気や日射の取り込みに伴うメリットを得ること、及びそ
の外気や日射の取り込みに伴って発生するデメリットを抑えることを両立することができ
る。
【０１０１】
　また、いずれの窓部２１から外気や日射を取り込んでも阻害項目の状態が許容範囲を超
えて変化すると予測された場合には、各窓部２１のサッシ戸２２の開放が規制されるため
、外気や日射の取り込みに伴うメリットを得ることよりも、外気や日射の取り込みに伴っ
て発生するデメリットを抑えることを優先することができる。つまり、阻害項目の状態が
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許容範囲を超えて変化することを回避できる。
【０１０２】
　外気や日差の取り込みに伴って阻害項目の状態が変化しない、又は変化しても許容範囲
を超えない場合には、外気や日射が取り込まれるため、阻害項目の状態変化を懸念するこ
となく外気や日射の取り込みに伴うメリットを得ることができる。
【０１０３】
　日射は目的項目にされることがある一方で、通気が目的項目にされている場合には日射
は阻害項目にされることに起因して、日射が目的項目にされている場合にはその日射を積
極的に取り込む一方で、日射が阻害項目にされている場合にはその日射を意図的に取り込
まない構成とされている。このため、目的項目及び阻害項目の両方になり得る第２項目と
しての日射の状態変化を、都度の屋外環境や屋内環境に合わせて好適に管理することがで
きる。
【０１０４】
　風が弱すぎたり強すぎたりする場合や、日射量が少なすぎる場合には、外気や日射の取
り込みに伴って阻害項目の状態が変化するいか否かに関係なく、外気や日射の取り込みが
行われないため、外気や日射の居室空間１１の空気の流れや日射状態が目的に沿わない状
態になることを回避できる。つまり、居室空間１１の現在の屋内環境を維持することがで
きる。
【０１０５】
　外気や日射の取り込みに関する推奨報知が行われる構成において、その推奨報知に対す
る実際の外気や日射の取り込み状態が操作履歴として記憶部５２に記憶され、関連情報及
び操作履歴の両方に基づいて外気や日射の取り込みの実行及び非実行が判定されるため、
ユーザの嗜好や、関連情報には含まれない事象などをふまえてサッシ戸２２やシャッタ装
置３１、オーニング装置４１などを好適に動作させることができる。
【０１０６】
　［他の実施形態］
　本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施されてもよい。
【０１０７】
　（１）上記実施形態では、屋外状況を居室空間１１に取り込んだ場合の目的項目の状態
変化の態様を予測した後に、阻害項目の変化についての予測を行ったが、阻害項目の変化
についての予測は、目的項目の予測を行うよりも前に行ってもよい。この場合でも、屋内
環境に含まれる複数の項目のうち、阻害項目にされることはあっても目的項目にされるこ
とがない第１項目については、居室空間１１において変化しない方が屋内環境を整える上
で好ましいということは不変であるため、第１項目が阻害項目とされている場合の阻害項
目の変化の予測を行うことができる。
【０１０８】
　（２）上記実施形態では、居室空間１１での空気の流れが目的項目とされた場合に、日
射が阻害項目に含まれているが、日射は阻害項目に含まれなくてもよい。これは、外気を
取り込むことで居室空間１１の温度や湿度を調整するのではない場合、日射により室内温
度が上昇する可能性があるのと同様に、外気を取り込むことで室内温度が上昇する可能性
があるためである。
【０１０９】
　（３）上記実施形態では、都度の関連情報及びユーザの操作履歴に基づいて、開放対象
や採光対象として窓部２１が選択される構成としたが、少なくとも都度の関連情報に基づ
いて開放対象や採光対象として窓部２１が選択されればよく、その選択のパラメータにユ
ーザの操作履歴は含まれていなくてもよい。
【０１１０】
　（４）上記実施形態では、外気状況取込手段を操作状態に移行させるための取込処理、
及び外気状況取込手段を操作状態に移行させることを規制するための規制処理として、報
知装置８３による報知処理が行われたが、外気状況取込手段の動作制御が行われてもよい
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設けられており、取込処理として、開放対象の窓部２１のサッシ戸２２をサッシ戸駆動部
が強制的に開放させる処理が行われる構成とする。この構成では、規制処理として、開放
対象の窓部２１のサッシ戸２２が開放されないようにサッシ戸駆動部が閉鎖状態を保持す
る処理が行われる。
【０１１１】
　（５）屋外情報及び屋内情報を含む関連情報には、都度の時間帯を示す情報や、住人の
スケジュールを示す情報などが含まれていてもよい。要は、関連情報が、居室空間１１の
目的項目と阻害項目とに関連する情報であればよい。
【０１１２】
　（６）上記実施形態では、通気や日射が窓部２１を通じて居室空間１１に取り込まれる
構成としたが、外壁１５に設けられた出入口や換気口を通じて居室空間１１に取り込まれ
る構成としてもよい。通気や日射が出入口から取り込まれる構成では、出入口に設けられ
たドアが外気状況取込手段に相当し、ドアが開閉されることで外気や日射の取り込みの実
行及び非実行が切り替えられることになる。通気が換気口から取り込まれる構成では、換
気口に設けられた換気扇（ファン）が外気状況取込手段に相当し、換気扇が動作及び停止
されることで外気の取り込みの実行及び非実行が切り替えられることになる。
【０１１３】
　（７）屋外状況の取り込み判定に用いられる関連情報には、ユーザの健康状態や体質な
どが含まれていてもよい。例えば、ユーザの健康状態や体質としては、空気の流れによっ
て目の乾きや肌の乾燥を感じやすい、屋外の騒音やテレビの音、子供の声などが気にやり
やすい、花粉症や喘息、風邪であることなどによりタバコの煙等の空気質に敏感に反応し
やすい、などの傾向が挙げられる。
【０１１４】
　（８）複数の建物１０での屋外状況の取り込みが集中管理センタなどにより集中管理さ
れる構成としてもよい。例えば、集中管理されている複数の建物１０のうちいずれかの建
物１０において、屋外状況の取り込みが行われた場合に、目的項目の変化によるメリット
が好適に得られた場合には、他の建物１０についても屋外状況の取り込みを推奨する構成
とする。また、外気の取り込みや散水装置８５での散水により夏の暑さ対策を行った建物
１０が複数ある場合に、それら建物１０のうち間取りや温度、湿度などの屋内環境が同じ
範囲に属している建物１０について、最も高い効果の得られた暑さ対策を行っていた建物
１０を特定し、その暑さ対策を他の建物１０に対して提案する、という構成にしてもよい
。
【符号の説明】
【０１１５】
　１０…建物、２１…通気部としての窓部、２２…通気遮断手段としてのサッシ戸、３１
…通気遮断手段及び日射遮蔽手段としてのシャッタ装置、３２…通気遮断手段及び日射遮
蔽手段を構成するシャッタカーテン、３５…通気遮断手段及び日射遮蔽手段を構成するス
ラット、４１…日射遮蔽手段としてのオーニング装置、４２…日射遮蔽手段を構成するオ
ーニング、５１…阻害態様予測手段、規制処理手段、阻害判定手段、目的態様予測手段、
取込処理手段、目的判定手段、記憶実行手段及び報知実行手段としてのホームサーバ、５
２…記憶手段としての記憶部、６１…情報取得手段としての外気温度センサ、６２…情報
取得手段としての外気湿度センサ、６３…情報取得手段としての騒音センサ、６４…情報
取得手段としての屋外空気質センサ、６５…情報取得手段としての屋外人感センサ、７１
…情報取得手段としての居室温度センサ、７２…情報取得手段としての居室湿度センサ、
７３…情報取得手段としての居室空気質センサ、８３…報知手段としての報知装置。
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