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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の床下空間に前記建物の屋内空間部の空気を導くことにより前記床下空間の換気を
行う床下換気システムであって、
　前記建物における複数の屋内空間部の各々から前記床下空間に空気を供給可能な供給経
路と、
　前記複数の屋内空間部について空気の温度及び湿度の少なくとも何れかに関する情報を
取得する情報取得手段と、
　前記情報取得手段により取得された情報に基づいて前記屋内空間部から前記床下空間へ
の空気の供給態様を制御する制御手段と
を備え、
　前記制御手段は、
　前記情報取得手段により取得された情報に基づいて前記屋内空間部の空気が前記床下空
間への供給条件を満たしているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記供給条件を満たしていると判定された空気を前記床下空間に
供給するように前記供給態様を制御する手段と
を有していることを特徴とする床下換気システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記複数の屋内空間部のうち前記床下空間への空気の供給元となるも
のを切り替える構成となっていることを特徴とする請求項１に記載の床下換気システム。
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【請求項３】
　前記床下空間は、基礎断熱材が配設された基礎及び前記建物の床部によって囲まれた断
熱空間であり、
　前記床下空間の空気を屋外へ排出する送風手段と、
　前記供給経路を各々開閉する開閉手段と
を備え、
　前記制御手段は、前記情報取得手段により取得された情報に基づいて前記開閉手段を駆
動させることにより前記供給態様を制御することを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の床下換気システム。
【請求項４】
　前記送風手段は、前記基礎に配設されており、
　前記建物は、複数階建ての建物であり、
　前記複数の屋内空間部として、建物の上階部分に設けられた上階空間部と建物の下階部
分に設けられた下階空間部とを有しており、
　前記供給経路は、前記上階空間部と前記床下空間とを繋ぐ第１供給経路と、前記下階空
間部と前記床下空間とを繋ぐ第２供給経路とを有していることを特徴とする請求項３に記
載の床下換気システム。
【請求項５】
　前記屋内空間部に空調装置から空調空気を供給可能となっており、
　前記制御手段は、空調空気となっている屋内空間部及び空調空気となっていない屋内空
間部の両方にて前記供給条件を満たしている場合に、前記空調空気となっていない屋内空
間部から前記床下空間への空気の供給が前記空調空気となっている屋内空間部から前記床
下空間への空気の供給よりも優先されるように前記供給態様を制御する手段を有している
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の床下換気システム。
【請求項６】
　前記情報取得手段は、前記複数の屋内空間部について少なくとも空気の温度に関する情
報を取得する構成となっており、
　ユーザにより設定された前記空調装置の設定温度に関する情報を取得する手段を備え、
　前記制御手段は、空調空気の供給対象となっている複数の屋内空間部について前記供給
条件が成立している場合に、前記設定温度に関する情報と前記情報取得手段により取得さ
れた情報とに基づいて前記供給態様を制御する手段を有していることを特徴とする請求項
５に記載の床下換気システム。
【請求項７】
　前記屋内空間部は居室であり、
　前記屋内空間部にて人の在室状況を監視する監視手段を備え、
　前記制御手段は、人の在室が確認された屋内空間部及び人の在室が確認されていない屋
内空間部の両方にて前記供給条件が成立している場合に、在室中ではない屋内空間部から
前記床下空間への空気の供給が在室中の屋内空間部から前記床下空間への空気の供給より
も優先されるように前記供給態様を制御する手段を有していることを特徴とする請求項５
又は請求項６に記載の床下換気システム。
【請求項８】
　前記情報取得手段は、第１情報取得手段であり、
　前記床下空間について空気の温度及び湿度の少なくとも何れかに関する情報を取得する
第２情報取得手段を備え、
　前記制御手段は、前記屋内空間部の空気の何れもが前記供給条件を満たしていない場合
に、前記第１情報取得手段及び前記第２情報取得手段から取得した情報を比較し、前記床
下空間の空気よりも低温度及び低湿度の少なくとも何れかである屋内空間部の空気を前記
床下空間に供給するように前記供給態様を制御する手段を有していることを特徴とする請
求項１乃至請求項７のいずれか１つに記載の床下換気システム。
【請求項９】
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　前記情報取得手段は、第１情報取得手段であり、
　前記床下空間について空気の温度及び湿度の少なくとも何れかに関する情報を取得する
第２情報取得手段を備え、
　前記制御手段は、前記第１情報取得手段及び前記第２情報取得手段により取得された情
報に基づいて前記屋内空間部から前記床下空間への空気の供給態様を制御する手段を有し
ていることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１つに記載の床下換気システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床下換気システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物においては、床下空間の換気を行うことで、床下空間の空気環境（例えば
湿度や温度）の適正化が図られている。これは、建物の耐久性の向上等を実現する上で好
ましい。近年では床下空間の換気量の確保や換気効率の向上等を目的として様々な工夫が
なされている。例えば、屋内空間の換気に際して排出される空気を床下空間へ導くことで
、床下空間における空気の流動を促すという技術が提案されている（例えば特許文献１参
照）。この換気システムによれば、屋内から排出される空気を利用して床下空間の換気を
行うことにより、例えば基礎に設けられた取込口を通じて外気が床下空間に直接的に取り
込まれる構成と比較して、換気効率の向上や換気量のばらつきの緩和等が期待できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２７７０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　但し、床下空間の空気環境については床下空間に供給される空気の温度や湿度に依存す
る。このため、床下空間の換気効率の向上等によって換気量を増やすこと等をしても、必
ずしも床下空間の空気環境を適正な状態にできるとは限らない。すなわち、床下空間の換
気効率の向上によって床下空間の空気環境の適正化を図る上では限界があり、床下空間の
空気環境を改善する上では換気に係る構成に未だ改善の余地がある。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、床下空間の空気環境を改善すること
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、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構
成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものでは
ない。
【０００７】
　手段１．建物の床下空間（床下空間４５）に前記建物の屋内空間部（居室１５～１７）
の空気を導くことにより前記床下空間の換気を行う床下換気システムであって、
　前記建物における複数の屋内空間部（例えば居室１５～１７）の各々から前記床下空間
に空気を供給可能な供給経路（例えば通気口６１，７１，８１及びダクト６２，７２，８
２）と、
　前記複数の屋内空間部について空気の温度及び湿度の少なくとも何れかに関する情報を
取得する情報取得手段（例えば温湿度センサ６４，７４，８４）と、
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　前記情報取得手段により取得された情報に基づいて前記屋内空間部から前記床下空間へ
の空気の供給態様を制御する制御手段（例えば管理制御装置５５）と
を備えていることを特徴とする床下換気システム。
【０００８】
　建物においては住環境の向上等を目的として断熱等の各種対策がなされていることが多
い。また、屋内空間部が複数設けられている場合には、屋内空間部毎に空気の状態（温度
や湿度）が異なる可能性がある。そこで、本手段に示すように、各屋内空間部から床下空
間への空気の供給経路を確保した上で、屋内空間部の空気の状態（温度や湿度）に応じて
空気の供給態様を制御する構成とすれば、例えば温度の低い空気や湿度の低い空気を優先
的に床下空間へ供給することが可能となり、床下空間の空気環境を好適に改善することが
できる。
【０００９】
　手段２．前記制御手段は、前記複数の屋内空間部のうち前記床下空間への空気の供給元
となるものを切り替える構成となっていることを特徴とする手段１に記載の床下換気シス
テム。
【００１０】
　外部環境の影響や屋内空間部の使用状況等に応じて屋内空間部の空気の状態が変化し得
る構成では、屋内空間部の空気が床下空間にとって好ましいものになるとは限らない。例
えば日当たりのよい居室等を上記屋内空間部としている場合には、日当たりの悪い居室等
と比較して室温が高くなりやすく、時間帯等によっては換気に適さない状況が発生し得る
。そこで、本手段に示すように、空気の供給元となる屋内空間部を切り替える構成とすれ
ば、換気に向いている空気を床下空間に供給する一方で換気に向かない空気が床下空間に
供給されることを回避できる。これにより、手段１に示した効果を一層好適に発揮させる
ことができる。
【００１１】
　手段３．前記床下空間は、基礎断熱材（断熱材４２等）が配設された基礎（基礎４０）
及び前記建物の床部（床部１１）によって囲まれた断熱空間であり、
　前記床下空間の空気を屋外へ排出する送風手段（排気ファン９２）と、
　前記供給経路を各々開閉する開閉手段（シャッタ６３，７３，８３）と
を備え、
　前記制御手段は、前記情報取得手段により取得された情報に基づいて前記開閉手段を駆
動させることにより前記供給態様を制御することを特徴とする手段１又は手段２に記載の
床下換気システム。
【００１２】
　基礎断熱が施されている場合には、基礎断熱が施されていない場合と比較して、床下空
間の通気性が低くなる。このような事情から、床下空間の温度や湿度が高くなりやすい。
そこで、送風手段を用いて床下空間の空気を屋外へ強制的に排出することにより、床下空
間の換気を促進できる。但し、このような構成では、供給経路が常時開放されていると、
換気の必要がない場合であっても通気性が確保される。これは、断熱機能を低下させる要
因となるため好ましくない。そこで、本手段に示すように供給経路毎に開閉手段を配設す
れば、換気の必要がない場合には供給経路を閉じて空気の移動を制限できる。これにより
、床下空間の空気環境の改善に起因した断熱機能の低下を好適に抑制できる。
【００１３】
　手段４．前記送風手段は、前記基礎に配設されており、
　前記建物は、複数階建ての建物であり、
　前記複数の屋内空間部として、建物の上階部分に設けられた上階空間部と建物の下階部
分に設けられた下階空間部とを有しており、
　前記供給経路は、前記上階空間部と前記床下空間とを繋ぐ第１供給経路と、前記下階空
間部と前記床下空間とを繋ぐ第２供給経路とを有していることを特徴とする手段３に記載
の床下換気システム。
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【００１４】
　手段４に示すように上階空間部から床下空間へ空気を供給する構成とすれば、供給元と
なる屋内空間部の数を稼ぐことができる。これは、床下空間へ好ましい空気を供給できる
機会を増やす上で好ましい。しかしながら、上階から延びる第１供給経路については、下
階から延びる第２供給経路と比べて長くなりやすく、第１供給経路から空気を引っ張りた
い場合であっても、第２供給経路から空気が引っ張られてしまい、第１供給経路を上手く
利用できない可能性が生じる。この点、手段３との組み合わせによれば、第１供給経路を
使用する場合に、第２供給経路を閉じることが可能となり、経路の長さの違いに起因した
上記不都合の発生を好適に抑制できる。
【００１５】
　手段５．前記制御手段は、
　前記情報取得手段により取得された情報に基づいて前記屋内空間部の空気が前記床下空
間への供給条件を満たしているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって供給条件を満たしていると判定された空気を前記床下空間に供給
するように前記供給態様を制御する手段と
を有していることを特徴とする手段１乃至手段４のいずれか１つに記載の床下換気システ
ム。
【００１６】
　状況等に応じて屋内空間部の空気の状態が変化し得る構成では、必ずしも屋内空間部の
空気が床下空間にとって好ましいものになるとは限らない。そこで、本手段に示すように
、空気の供給元となる屋内空間部毎に床下空間への供給条件を満たしているかを判定し、
供給条件を満たしていると判定された空気が床下空間に供給される構成とすれば、換気に
適した空気を床下空間に供給する一方で換気に適さない空気が床下空間に供給されること
を回避可能となる。これにより、手段１等に示した効果を一層好適に発揮させることがで
きる。
【００１７】
　手段６．前記屋内空間部に空調装置（空調装置３１～３３）から空調空気を供給可能と
なっており、
　前記制御手段は、空調空気となっている屋内空間部及び空調空気となっていない屋内空
間部の両方にて前記供給条件を満たしている場合に、前記空調空気となっていない屋内空
間部から前記床下空間への空気の供給が前記空調空気となっている屋内空間部から前記床
下空間への空気の供給よりも優先されるように前記供給態様を制御する手段を有している
ことを特徴とする手段５に記載の床下換気システム。
【００１８】
　手段６によれば、空調空気及び非空調空気の両方にて供給条件を満たしている場合には
、非空調空気が優先的に床下空間へ供給される。このような構成とすれば、床下空間の空
気環境の改善を図りつつ、それが空調効率を低下させる要因になることを好適に抑制でき
る。
【００１９】
　なお、本特徴に示す構成を「前記屋内空間部に空調装置（空調装置３１～３３）から空
調空気を供給可能となっており、前記制御手段は、空調装置が稼働中の屋内空間部及び空
調装置が非稼働中の屋内空間部の両方にて前記供給条件が成立している場合に、空調装置
が非稼働中の屋内空間部から前記床下空間への空気の供給が空調装置が稼働中の屋内空間
部から前記床下空間への空気の供給よりも優先されるように前記供給態様を制御する手段
を有していることを特徴とする手段５に記載の床下換気システム。」とすることも可能で
ある。
【００２０】
　手段７．前記情報取得手段は、前記複数の屋内空間部について少なくとも空気の温度に
関する情報を取得する構成となっており、
　ユーザにより設定された前記空調装置の設定温度に関する情報を取得する手段を備え、
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　前記制御手段は、空調空気の供給対象となっている複数の屋内空間部について前記供給
条件が成立している場合に、前記設定温度に関する情報と前記情報取得手段により取得さ
れた情報とに基づいて前記供給態様を制御する手段を有していることを特徴とする手段６
に記載の床下換気システム。
【００２１】
　設定温度と実際の温度との差が大きい屋内空間部から床下空間へ供給する空調空気を調
達しようとすれば、空調装置の応答性を低下させる要因になり得る。これは、空調装置の
利便性を損なう要因になるため好ましくない。この点、本手段に示すように、供給態様の
切り替えに空調装置の設定状況を加味する構成とすれば、例えば複数の屋内空間部の空気
について条件成立となった場合に空調装置の設定温度と実際の温度との差が大きい屋内空
間部よりも小さい屋内空間部からの吸気を優先することが可能となる。これにより、上記
不都合の発生を好適に抑制できる。
【００２２】
　手段８．前記屋内空間部は居室であり、
　前記屋内空間部にて人の在室状況を監視する監視手段を備え、
　前記制御手段は、人の在室が確認された屋内空間部及び人の在室が確認されていない屋
内空間部の両方にて前記供給条件が成立している場合に、在室中ではない屋内空間部から
前記床下空間への空気の供給が在室中の屋内空間部から前記床下空間への空気の供給より
も優先されるように前記供給態様を制御する手段を有していることを特徴とする手段６又
は手段７に記載の床下換気システム。
【００２３】
　在室中の居室及び在室中ではない居室の両方にて供給条件が成立している場合には、在
室中ではない居室の空気を優先的に床下空間へ供給することにより、ユーザの快適性が損
なわれることを好適に抑制できる。
【００２４】
　なお、「監視手段」についてはモーションセンサ等を用いて人を直接的に検出すること
で在室中であるか否かを監視する構成としてもよいし、照明等の電気機器の使用状況から
在室中であるか否か間接的に監視する構成としてもよい。
【００２５】
　因みに、手段６等の組み合わせにおいては、空調装置が非稼働且つ在室中ではない屋内
空間部からの空気の供給が他の屋内空間部よりも優先される構成とするとよい。
【００２６】
　手段９．前記情報取得手段は、第１情報取得手段であり、
　前記床下空間について空気の温度及び湿度の少なくとも何れかに関する情報を取得する
第２情報取得手段（温湿度センサ９４）を備え、
　前記制御手段は、前記屋内空間部の空気の何れもが前記供給条件を満たしていない場合
に、前記第１情報取得手段及び前記第２情報取得手段から取得した情報を比較し、前記床
下空間の空気よりも低温度及び低湿度の少なくとも何れかである屋内空間部の空気を前記
床下空間に供給するように前記供給態様を制御する手段を有していることを特徴とする手
段５乃至手段８のいずれか１つに記載の床下換気システム。
【００２７】
　床下空間が高温多湿状態となることは建物の耐久性等の低下の要因になり得る。そこで
、本手段に示すように、屋内空間部の空気が基準を満たしていない場合であっても、床下
空間の空気よりも温度が及び湿度が低い場合には、その屋内空間部の空気を床下空間に供
給し高温多湿状態を避けることにより、建物の耐久性の向上等に寄与できる。また、基準
を満たさない空気を用いて温度及び湿度を引き下げておくことにより、基準を満たす空気
を床下空間に供給する際の供給量を減らすことができる。これにより、屋内空間部の空気
（例えば空調空気）を床下空間に引き込む構成であっても、それに起因して空調効率が低
下するといった不都合を好適に抑制できる。
【００２８】
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　なお、屋内空間部の空気が基準を満たさない場合であって且つ床下空間の空気環境より
も劣る場合には、屋内空間部の空気を床下空間を経由することなく排出する構成とすると
よい。
【００２９】
　手段１０．前記情報取得手段は、第１情報取得手段であり、
　前記床下空間について空気の温度及び湿度の少なくとも何れかに関する情報を取得する
第２情報取得手段（温湿度センサ９４）を備え、
　前記制御手段は、前記第１情報取得手段及び前記第２情報取得手段により取得された情
報に基づいて前記屋内空間部から前記床下空間への空気の供給態様を制御する手段を有し
ていることを特徴とする手段１乃至手段８のいずれか１つに記載の床下換気システム。
【００３０】
　手段１に示したように、屋内空間部の空気を床下空間に供給する構成とする場合には、
当該供給が過度に行われることが建物（屋内空間部）の快適性を低下させる要因になり得
る。そこで、本手段に示すように床下空間への空気の供給態様を制御する際に床下空間の
温度や湿度を考慮することにより、そのような不都合の発生を好適に抑制できる。また、
例えば床下空間よりも所定の屋内空間部の温度や湿度の高い場合には、そのような屋内空
間部からの空気の供給を回避することにより、換気機能が床下環境の改善の妨げになるこ
とを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】一実施の形態における建物の概略図。
【図２】床下換気システムの電気的構成を示すブロック図。
【図３】管理制御装置にて実行される床下換気制御処理を示すフローチャート。
【図４】床下空間への空気の供給経路を示す概略図。
【図５】床下空間への空気の供給経路を示す概略図。
【図６】床下空間への空気の供給経路を示す概略図。
【図７】床下空間への空気の供給経路を示す概略図。
【図８】床下換気システムの変形例を示す概略図。
【図９】床下換気システムの変形例を示す概略図。
【図１０】床下換気システムの変形例を示す概略図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明を具体化した一実施の形態を図１に基づいて説明する。本実施の形態では
、建物に適用される床下換気システムについて具体化している。図１は建物の概略図であ
る。
【００３３】
　建物１０は基礎４０上に設けられた二階建ての建物本体と屋根とを有している。建物本
体の一階部分には居室１５（例えばリビング）及び居室１６（例えばダイニング）が設け
られており、二階部分には居室１７（例えば寝室）が設けられている。なお、居室１５及
び居室１７は南向きとなっており、北向きの居室１６との間に日当たりの差が生じる構成
となっている。
【００３４】
　居室１５～１６は間仕切り及び床等によって仕切られており、居室毎に空調装置３１～
３３（詳しくはエアコン）が配設されている。これにより、居室１５～１６毎に空気の温
度及び湿度を調整可能となっている。また、各居室１５～１６の壁部には屋外から空気を
取り込む給気口２５～２７が設けられており、これら給気口２５～２７から取り込まれた
空気はトイレや洗面所等に設けられた排気口を通じて屋外に排出可能となっている。本実
施の形態に示す居室１５～１６が「屋内空間部」に相当する。
【００３５】
　基礎４０は、建物１０の外周部に沿って設けられた鉄筋コンクリート造の外周基礎であ
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り、地盤に埋設されたフーチング部４１ａと、その上方に延びる立ち上がり部４１ｂとを
有してなる。基礎４０（立ち上がり部４１ｂ）及び建物一階部分の床部１１によって囲ま
れた空間が床下空間４５となっており、床下空間４５における床下地盤上には防湿コンク
リート４３が打設されている。
【００３６】
　本実施の形態に示す基礎４０については、基礎断熱工法が採用されている。具体的には
、基礎４０の立ち上がり部４１ｂの内面に沿って断熱材４２が配設され、防湿コンクリー
ト４３上には断熱材４４が敷設されている。これにより、床下空間４５が断熱空間となっ
ている。
【００３７】
　基礎４０の立ち上がり部４１ｂには内外に貫通する床下排気口９１が形成されており、
この床下排気口９１に換気扇９２（「排気手段」に相当）が取り付けられている。換気扇
９２は建物１０の管理制御装置に接続されており、管理制御装置によって駆動制御が行わ
れる。換気扇９２の動作により床下空間４５内の空気が外部に排出されると、床下空間４
５の圧力が低下して床下空間４５外の空気が床下空間４５に引き込まれる。本実施の形態
においては、この空気の引き込み先が建物１０の屋内空間となっている。ここで、床下空
間４５の換気に係る構成について説明する。
【００３８】
　建物１０には各居室１５～１７から床下空間４５へ空気を供給する供給経路が設けられ
ている。具体的には、建物一階部分の床部１１にて居室１５の床面を構成している部分に
は通気口６１が形成されており、この通気口６１が床部１１を貫通するダクト６２を介し
て床下空間４５と繋がっている。これと同様に、一階部分の床部１１にて居室１６を構成
している部分には通気口７１が形成されており、この通気口７１がダクト７２を介して床
下空間４５と繋がっている。建物二階部分の床部１２にて居室１７の床面を構成している
部分には通気口８１が形成されており、この通気口８１が上下階に跨るように配設された
ダクト８２を介して床下空間４５に繋がっている。このようにして、建物本体においては
各居室１５～１７と床下空間４５とを繋ぐ空気の供給経路が確保されている。
【００３９】
　通気口６１，７１，８１にはシャッタ６３，７３，８３が併設されている。シャッタ６
３，７３，８３が開状態となることで通気が可能となり、閉状態となることで通気が不可
となる。図２のブロック図に示すように、シャッタ６３，７３，８３は管理制御装置５５
に接続されており、この管理制御装置５５によって開状態／閉状態の切り替えがなされる
。詳細については後述するが、シャッタ６３，７３，８３の開閉制御によって上記供給経
路が切り替わることとなる。
【００４０】
　居室１５～１７には、温湿度センサ６４，７４，８４が各々配設されている。これら温
湿度センサ６４，７４，８４は通気口６１，７１，８１の周辺に位置している。温湿度セ
ンサ６４，７４，８４は管理制御装置５５に接続されており、管理制御装置５５ではそれ
ら温湿度センサ６４，７４，８４からの検知情報に基づいて各居室１５～１７の空気の温
度及び湿度（以下、居室１５～１７の温度及び湿度という）を特定する。同様に、床下空
間４５における床下排気口９１の周辺には温湿度センサ９４が配設されている。この温湿
度センサ９４についても管理制御装置５５に接続されており、管理制御装置５５では温湿
度センサ９４からの検知情報に基づいて床下空間４５の空気の温度及び湿度（以下、床下
空間４５の温度及び湿度という）を特定する。
【００４１】
　また、管理制御装置５５には空調装置３１～３３への電力供給部３５～３７が接続され
ており、管理制御装置５５ではそれら電力供給部３５～３７からの情報に基づいて各空調
装置３１～３３の稼働状況（電源のＯＮ／ＯＦＦ）を特定する。
【００４２】
　本実施の形態においては、これら管理制御装置５５、シャッタ６３，７３，８３、温湿
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度センサ６４，７４，８４，９４、換気扇９２等によって床下換気システムが構築されて
いる。
【００４３】
　以下、図３のフローチャートを参照して、管理制御装置５５にて実行される床下換気用
の制御処理（床下換気制御処理）について説明する。
【００４４】
　床下換気制御処理は定期的に実行される処理であり、ステップＳ１１にて換気を開始す
るタイミング、具体的には所定間隔で定められた所定時刻になったか否かを判定する。ス
テップＳ１１にて否定判定をした場合には、そのまま本制御処理を終了する。ステップＳ
１１にて肯定判定をした場合には、ステップＳ１２に進む。ステップＳ１２では、床下用
の温湿度センサ９４の読み込みを行い、温湿度センサ９４からの情報に基づいて床下空間
４５の温度及び湿度を特定する。
【００４５】
　続くステップＳ１３では、ステップＳ１２にて特定した床下空間４５の温度及び湿度が
建物の耐久性等の低下の原因となる高温多湿状態を避けるべく設定された基準を満たして
いるか否か、詳しくは基準値（基準温度：３３度以下、基準湿度：６０％以下）を超えて
いるか否かを判定する。特定した温度及び湿度が基準値以下となっている場合には、ステ
ップＳ１３にて否定判定をしてそのまま本制御処理を終了する。一方、特定した温度及び
湿度が基準値を上回っている場合（すなわち高温多湿となっている場合）には、ステップ
Ｓ１３にて肯定判定をしてステップＳ１４に進む。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、温度及び湿度の両方に基準値を設定することで高温多湿状態
をさける構成としたが、温度について基準値を設定することで高温状態を避ける構成とし
たり、湿度について基準値を設定することで高湿状態を避ける構成としたりすることも可
能である。
【００４７】
　ステップＳ１４では各居室用の温湿度センサ６４，７４，８４の読み込みを行い、それ
ら温湿度センサ６４，７４，８４からの情報に基づいて各居室１５～１７の温度及び湿度
を特定する。続くステップＳ１５では、電力供給部３５～３７からの情報に基づいて各居
室１５～１７における空調装置３１～３３の稼働状況を特定し、その特定結果に基づいて
各居室１５～１７の空気が空調装置３１～３３から供給された空調空気であるかそれとも
非空調空気であるかを推定する。
【００４８】
　具体的には、空調装置がＯＮ（稼働中）となっている場合には当該空調装置による空調
対象となっている居室の空気を空調空気であると推定し、空調装置がＯＦＦ（非稼働中）
であってもＯＦＦになってから経過した時間が所定の猶予時間内である場合には当該空調
装置による空調対象となっている居室の空気を空調空気であると推定する。これら２つの
ケースの何れにも当てはまらない場合には、居室の空気を非空調空気であると推定する。
【００４９】
　ステップＳ１５の処理を実行した後は、ステップＳ１６にて非空調空気が上述した基準
を満たしているか否か判定する。すなわち、非空調空気の温度及び湿度の実測値が、基準
温度及び基準湿度以下となっているか否かを判定する。ステップＳ１６にて肯定判定をし
た場合には、ステップＳ１７にて第１開閉処理を実行し、続くステップＳ１８にて換気扇
９２の駆動を開始した後、本制御処理を終了する。
【００５０】
　第１開閉処理では、各居室１５～１７と床下空間４５とを繋ぐ供給経路の切り替えを行
うべく、シャッタ６３，７３，８３を個別に開閉させる。具体的には、ステップＳ１７に
おける肯定判定の根拠となった非空調空気を床下空間４５に供給すべく当該非空調空気に
対応する供給経路を開放し、それ以外の供給経路を塞ぐ。
【００５１】
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　図４に示す具体例では、居室１５～１７の何れについても温度及び湿度が基準を満たし
ている。但し、居室１７の空調装置３３がＯＦＦ且つ居室１５，１６の空調装置３１，３
２がＯＮとなっており、居室１７の空気が非空調空気且つ居室１５及び居室１６の空気が
空調空気となっている。この場合、居室１７の通気口８１を開放すべくシャッタ８３を開
状態とし、居室１５，１６の通気口６１，７１を閉鎖すべくシャッタ６３，７３を閉状態
とする。このような状態にて換気扇９２が動作することで居室１７と床下空間４５とを繋
ぐ供給経路を通じて居室１７の非空調空気が床下空間４５に引き込まれる。居室１５，１
６と床下空間４５とを繋ぐ各供給経路については閉じているため、これらの供給経路から
居室１５，１６の空調空気が床下空間４５に流入することが回避される。つまり、基準を
満たしている空気に非空調空気が含まれる場合には、基準値との差に関係なく非空調空気
が優先的に床下空間４５へ供給される。換気扇９２については所定の換気時間を経過した
際に停止する。
【００５２】
　図３の床下換気制御処理の説明に戻り、ステップＳ１６にて否定判定をした場合、すな
わち非空調空気にて基準を満たしていない場合には、ステップＳ１９に進む。ステップＳ
１９では空調空気の温度及び湿度（実測値）が基準温度及び基準湿度以下となっているか
否かを判定する。ステップＳ１９にて肯定判定をした場合には、ステップＳ２０にて第２
開閉処理を実行し、ステップＳ１８にて換気扇９２の駆動を開始した後、本制御処理を終
了する。
【００５３】
　第２開閉処理では、第１開閉処理と同様に、供給経路の切り替えを行うべく、シャッタ
６３，７３，８３を個別に開閉させる。具体的には、ステップＳ１９における肯定判定の
根拠となった空調空気を床下空間４５に供給すべく当該空調空気に対応する供給経路を開
放し、それ以外の供給経路を塞ぐ。
【００５４】
　図５に示す具体例では、居室１５，１６については空調装置３１，３２がＯＦＦとなっ
ており、温度及び湿度の何れについても基準を満たしていない。これに対して、居室１７
については空調装置３３がＯＮとなっており、温度及び湿度が引き下げられていることで
基準を満たしている。この場合、居室１７の通気口８１を開放すべくシャッタ８３を開状
態とし、居室１５及び居室１６の通気口６１，７１を閉鎖すべくシャッタ６３，７３を閉
状態とする。このような状態にて換気扇９２が動作することで居室１７から空調空気が引
き込まれることとなる。この際、居室１５，１６からの供給経路については閉じているた
め、これらの供給経路から基準を満たしていない非空調空気が床下空間４５に流れること
が回避される。換気扇９２については所定の換気時間を経過した際に停止する。
【００５５】
　図３の床下換気制御処理の説明に戻り、ステップＳ１９にて否定判定をした場合、すな
わち空調空気及び非空調空気の何れについても基準を満たしていない場合には、ステップ
Ｓ２１に進む。ステップＳ２１では、居室１５～１７に床下空間４５の温度及び湿度より
も低温又は低湿となっているものがあるか否かを判定する。ステップＳ２１にて否定判定
をした場合には、そのまま床下換気制御処理を終了する。これより、今回は床下換気が回
避される（図６の概略図参照）。これは、床下空間４５における空気環境の悪化を抑える
工夫である。一方、ステップＳ２１にて肯定判定をした場合には、ステップＳ２２にて第
３開閉処理を実行し、ステップＳ１８にて換気扇９２の駆動を開始した後、本制御処理を
終了する。
【００５６】
　第３開閉処理では、第１シャッタ開閉処理と同様に、供給経路の切り替えを行うべく、
シャッタ６３，７３，８３を個別に開閉させる。具体的には、ステップＳ２１における肯
定判定の根拠となった空気を床下空間４５に供給べく当該空気に対応する供給経路を開放
し、それ以外の供給経路を塞ぐ。
【００５７】
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　図７に示す具体例では、居室１７の温度及び湿度が床下空間４５の温度及び湿度を上回
っている。これに対して、居室１５，１６については基準を満たしていないもののそれら
居室１５，１６の温度及び湿度が床下空間４５の温度及び湿度よりも低くなっている。こ
の場合、居室１５，１６の通気口６１，７１を開放すべくシャッタ６３，７３を開状態と
し、居室１７の通気口８１を閉鎖すべくシャッタ８３を閉状態とする。このような状態に
て換気扇９２が動作することで居室１５，１６から床下空間４５に空気が引き込まれるこ
ととなる。この際、居室１７からの供給経路については閉じているため、この供給経路か
ら床下空間４５の空気よりも高温高湿の空気が床下空間４５に流れることが回避される。
換気扇９２については所定の換気時間を経過した際に停止する。
【００５８】
　以上詳述した実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【００５９】
　建物１０においては環境（階層や方角）が異なる複数の居室１５～１７から床下空間４
５への空気の供給経路を確保した上で、居室１５～１７の空気の状態（温度や湿度）に応
じて空気の供給元を切り替える構成となっている。このため、例えば温度の低い空気や湿
度の低い空気を優先的に床下空間へ供給することが可能となり、床下空間の空気環境を好
適に改善することができる。
【００６０】
　外部環境の影響や空調装置３１～３３の使用状況等に応じて居室１５～１７の温度や湿
度が変化し得る構成では、各居室１５～１７の空気が床下空間４５の換気に適したものに
なるとは限らない。例えば建物一階部分の居室１５～１６と比べて建物二階部分の居室１
７については高温になりやすい。また、居室１５と居室１６とを比較した場合には、居室
１５が南側且つ居室１６が北側になっているため（日当たりに差があるため）、居室１５
の方が温度が高くなりやすい。このような事情から、状況によっては居室が床下空間４５
よりも高温となり、換気に適さない場合が発生する。そこで、本実施の形態に示したよう
に、空気の供給元となる居室を切り替える構成とすれば、換気に向いている空気を床下空
間４５に供給する一方で換気に向かない空気が床下空間４５に供給されることを回避でき
る。これにより、空気環境の更なる改善が期待できる。
【００６１】
　基礎断熱が施されている場合には、基礎断熱が施されていない場合と比較して、床下空
間の通気性が低くなる。このような事情から、床下空間の温度や湿度が高くなりやすい。
このような構成に上記換気システムを適用することにより、床下空間の空気環境の悪化を
好適に抑制し、建物の耐久性等の向上に好適に寄与できる。
【００６２】
　各供給経路にはシャッタ６３，７３，８３が配設されており、供給経路を使用しない場
合には、それら供給経路が閉じた状態となる。このように、換気を行う必要がない場合に
は供給経路を閉じることにより、基礎４０の断熱機能の低下を好適に抑制できる。
【００６３】
　建物二階部分の居室１７から床下空間４５へ空気を供給する構成とすれば、供給元とな
る屋内空間部の数を稼ぐことができる。これは、床下空間４５へ好ましい空気を供給でき
る機会を増やす上で好ましい。しかしながら、建物二階部分からの供給経路（ダクト８２
）については、建物一階部分からの供給経路（ダクト６２，７２）と比べて長くなりやす
い。このため、建物二階部分から空気を引っ張りたい場合であっても、建物一階部分から
空気が引っ張られて、供給元が上手く限定できないことが懸念される。この点、本実施の
形態においては、各供給経路にシャッタ６３，７３，８３が配設されており、建物一階部
分が供給元となっていない場合には、建物一階部分からの供給経路が閉じた状態になる。
これにより、建物二階部分の居室１７を供給元とした場合に換気態様が上手く切り替わら
ないといった不都合を生じにくくすることができる。
【００６４】
　居室１５～１７には空調装置３１～３３が配設されており、居室毎に温度等の調整が可
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能となっている。ここで、空調空気及び非空調空気の両方にて基準を満たしている場合に
は、非空調空気が優先的に床下空間４５へ供給される。このような構成とすれば、床下空
間４５の空気環境の改善を図りつつ、それが空調効率を低下させる要因になることを好適
に抑制できる。
【００６５】
　各居室１５～１７が基準を満たしていない場合であっても、床下空間４５よりも温度が
及び湿度が低い場合には、その居室の空気を床下空間４５に供給することにより、床下空
間４５における空気環境の改善に寄与できる。基準を満たさない空気を用いて温度及び湿
度を引き下げておくことにより、基準を満たす空気を床下空間４５に供給する際の供給量
を減らすことができる。これにより、居室１５～１７の空気（例えば空調空気）を床下空
間４５に引き込む構成であっても、それに起因して空調効率が低下するといった不都合を
好適に抑制できる。
【００６６】
　在室率の高い居室については空調の使用頻度も高くなり得る。そこで、上記実施の形態
では、在室率の高い居室として居室１７を想定し、当該居室１７と床下空間４５とを繋ぐ
供給経路の出口部分を、換気扇９２と対角となる位置（他の出口部分よりも換気扇９２か
ら離れている位置）に配設した（図１参照）。これは、供給機会が多くなる供給経路から
の空気について、床下空間４５を通過する際の流路を稼ぐ工夫である。
【００６７】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。因みに、以下の別形態の構成を、上記実施の形態における構成に対して、個別に適用し
てもよく、相互に組み合わせて適用してもよい。
【００６８】
　・上記実施の形態では、温度及び湿度の２つのパラメータに基づいて換気態様の切り替
えを行う構成としたが、必ずしもこれら２つのパラメータを併用する必要はない。例えば
、温度に基づいて換気態様の切り替えを行う構成としてもよいし、湿度に基づいて換気態
様の切り替えを行う構成としてもよい。
【００６９】
　また、温度及び湿度の２つのパラメータを併用する場合には、それら２つのパラメータ
を同列として取り扱うのではなく、何れか一方を他方よりも優先させるように優先順序を
設定してもよい。
【００７０】
　・上記実施の形態では、床下空間４５への空気の供給元となる全ての居室１５～１７の
空気が温度及び湿度の基準を満たしていない場合に、温度及び湿度の少なくとも何れかが
床下空間４５よりも低い空気（屋内空気）を床下空間４５へ供給する構成としたが、これ
を変更し、床下空間４５よりも温度及び湿度の両方が低い空気（屋内空気）を供給する構
成としてもよい。
【００７１】
　また、何れの居室の空気についても基準を満たしていない場合には、床下空間４５の温
度湿度とは関係なく、全居室から床下空間４５に空気を供給する構成としてもよいし、全
居室について床下空間４５への空気の供給を不可とする構成としてもよい。
【００７２】
　・住居者の生活態様に応じて供給元を切り替える構成とすることも可能である。具体的
には、所定の居室にて空調がオフとなり且つ居住者が当該居室から離れた場合に、この居
室の空調空気を床下空間に供給する構成とすることも可能である。例えば居室１５（リビ
ング）にて空調を使用していた住居者が居室１７（寝室）等に移った場合に居室１５の空
気を床下空間４５へ供給する構成、すなわち不要となった空調空気を有効利用する構成と
することにより、床下環境の改善を図る上で快適性や空調効率が低下することを好適に抑
制できる。
【００７３】
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　・上記実施の形態では、床下換気の開始から所定の換気時間が経過したことに基づいて
当該床下換気を終了する構成としたが、床下換気の終了条件についてはこれに限定される
ものではない。例えば、床下空間４５の温度及び湿度が所定値に達した場合に、床下換気
を終了する構成としてもよいし、所定の換気時間の経過及び所定値到達の何れかとなった
場合に、床下換気を終了する構成としてもよい。
【００７４】
　・上記実施の形態では、空調空気及び非空調空気の両方が上記基準を満たしている場合
には、非空調空気が床下空間４５へ優先的に供給される構成とした。非空調空気の温度及
び湿度が床下空間４５の温度及び湿度よりも低い場合には、仮に非空調空気が基準を満た
していない場合であっても、当該非空調空気を床下空間４５へ供給する構成とすることも
可能である。以下、図８を参照してその具体例について説明する。なお、本変形例におい
ては、床下換気開始後に床下空間４５の温度及び湿度が所定値（終了基準）に達した場合
に当該床下換気を終了する構成となっている。
【００７５】
　非空調空気が上記基準（供給基準）を満たしていない場合であっても、床下空間４５よ
りも温度及び湿度ともに低い場合には、空調空気の供給よりも前に非空調空気を床下空間
４５へ供給する。これにより、床下空間４５の温度及び湿度をある程度引き下げることが
できる。但し、非空調空気と床下空間４５の空気とでは温度及び湿度の差が小さいため、
時間の経過に伴って温度及び湿度の低下率が小さくなる。そこで、換気開始後にある程度
の時間が経過したことに基づいて供給元をなる空気を非空調空気から空調空気に切り替え
る。先に非空調空気を用いて床下空間４５の空気環境の底上げを図った後、空調空気を用
いて空気環境の更なる改善を図ることで、空調空気への依存を緩和できる。
【００７６】
　・各供給経路に配設されたシャッタ６３，７３,８３の開放量を調整可能とし、供給経
路毎の空気の供給率を変更することで換気態様の切り替えを行う構成とすることも可能で
ある。例えば、図９（ａ）の概略図に示すように、居室Ａについては基準を満足しており
、居室Ｂについては基準を満足してはいないものの床下空間４５よりも温度及び湿度が低
い非空調空気となっている場合には、居室Ａのシャッタを開状態、居室Ｂのシャッタを半
開状態とすることにより、床下環境の改善を図りつつ居室Ａの空調効率の低下を緩和する
ことができる。また、図９（ｂ）の概略図に示すように、居室Ａ及び居室Ｂの空気につい
ては基準を満足しており、居室Ｃの空気については基準を満足してはいないものの床下空
間４５の空気よりも温度及び湿度が低い非空調空気となっている場合には、居室Ａのシャ
ッタを半開状態、居室Ｂのシャッタを開状態、居室Ｃのシャッタを半開状態とすることに
より、床下空間４５の空気環境の改善を図りつつ居室Ａの空調効率の低下を緩和すること
ができる。なお、床下空間４５への空気の供給箇所を多くすることは、床下空間４５にお
ける空気の交換効率の向上を図る上で好ましい。
【００７７】
　・各居室に人感センサ等を配設して居室毎に人がいるか否かを特定又は推定可能とし、
人が滞在している居室及び人が滞在していない居室の両方にて上記基準を満たしている場
合には、人が滞在していない居室からの空気を優先的に床下空間４５に供給する構成とし
てもよい。例えば、図１０（ｂ）の概略図に示すように、居室Ａ，Ｂ（空調空気）が基準
を満たしており且つ居室Ａに人がいるのに対して居室Ｂには人がいない状況となっている
場合には、居室Ａの空調空気を床下空間４５へ供給し、居室Ｂの空調空気の供給を回避す
る構成とするとよい。
【００７８】
　・上記実施の形態においては、空調装置が稼働中の複数の居室について上記基準を満た
している場合には、温度及び湿度が低い空調空気を床下空間４５へ優先的に供給する構成
としたが、これを以下のように変更することも可能である。すなわち、図１０（ａ）に示
すように、空調装置における設定値（設置温度）と実測値との差が小さい居室の空調空気
を当該差が大きい居室の空調空気よりも優先して床下空間４５に供給する構成とすること
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【００７９】
　・上記実施の形態では、各居室の通気口６１，７１，８１にシャッタ６３，７３，８３
（「開閉手段」に相当）を設け、それらシャッタ６３，７３，８３の開閉制御を行うこと
で換気態様（供給経路）を切り替える構成としたが、これを変更し、各通気口６１，７１
，８１に換気扇を設け、これら換気扇の駆動制御を行うことで換気態様（供給経路）を切
り替える構成とすることも可能である。なお、このような構成とする場合には、基礎４０
に設けられた換気扇９２（「排気手段」に相当）を併用してもよいし、当該換気扇９２を
省略してもよい。
【００８０】
　・上記実施の形態では、電力供給部３５～３７からの情報（電気使用量）から空調装置
３１～３３の稼働状況（電源のＯＮ／ＯＦＦ）を特定する構成としたが、空調装置３１～
３３の稼働状況を特定することができるのであればその具体的構成については任意である
。例えば居室の温度及び湿度の変化から空調装置の稼働状況を推定する構成としてもよい
し、空調装置と管理制御装置５５とを接続し空調装置から稼働状況を示す情報を取得する
構成としてもよい。
【００８１】
　・上記実施の形態では、各供給経路の出口部分を個別に設けたが、出口部分を複数の供
給経路で共用とすることも可能である。また、通気口６１，７１，８１については床部に
配設する必要は必ずしもなく、壁部や天井部に配設することも可能である。
【００８２】
　・上記実施の形態では、居室１５～１７（「屋内空間部」に相当）から床下空間４５に
空気が供給される構成としたが、空気の供給元については、これに限定されるものではな
い。例えば、廊下や階段等の通路スペースを空気の供給元としたり、押し入れやクローゼ
ット等の収納スペースを空気の供給元としたりすることも可能である。但し、このような
場合であっても、床下空間４５へより好ましい空気を供給可能とする上では、環境が相違
し得る複数の屋内空間部を供給元とすることが好ましい。このような事情に鑑みれば、上
記実施の形態に示したように個別に空調が可能な複数の居室を供給元とすることには技術
的意義がある。
【００８３】
　・上記実施の形態では、各居室１５～１７に空調装置３１～３３が配設されている場合
について例示したが、これに限定されるものではない。例えば、１の空調装置から複数の
居室１５～１７に空調空気が供給される構成（例えば全館空調）とすることも可能である
。二階建ての建物にて階層毎に空調が分かれている場合には、建物一階部分から床下空間
４５に空気を供給する供給経路及び建物二階部分から床下空間４５に空気を供給する供給
経路を設けるとよい。
【００８４】
　・トイレや洗面所の排気口に換気扇が配設されている場合には、床下空間４５の換気が
実行される際にそれらの換気扇を停止する構成とすることが好ましい。また、屋内の空気
をトイレや洗面所等の排気口を通じて屋外に排出可能としたが、これら排気口を省略する
ことも可能である。
【符号の説明】
【００８５】
　１０…建物、１１…床部、１５～１７…「屋内空間部」としての居室、３１～３３…空
調装置、４０…基礎、４２，４４…断熱材、４５…床下空間、５５…「制御手段」として
の管理制御装置、６１，７１，８１…「供給経路」を構成する通気口、６２，７２，８２
…「供給経路」を構成するダクト、６３，７３，８３…「開閉手段」を構成するシャッタ
、６４，７４，８４…「第１情報取得手段」を構成する温湿度センサ、９２…「送風手段
」を構成する換気扇、９４…「第２情報取得手段」を構成する温湿度センサ。
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