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This paper presents the influences of the basic parameters on the responding performance of the automatic blind control
system which is able to shade direct sunlight when shading is required and to allow for a view when shading is not required.
From the results of investigation in office buildings with the advanced window system, the automatic blind control system is
generally accepted, but the performance of responding to sudden changes of weather conditions is required. Based on the results,
the influences of the basic parameters on the responding performance of the system are analyzed; that include the interval time
of control, the method of determining the threshold value, the interruption control, the method of detecting direct sunlight, the
method of judging cloudy weather. In the results of the analysis, the influences of the parameters are quantitatively assessed.
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1 はじめに

近年の建築物に見られる開口部の拡大に伴い，開口部の熱的性能

を高めて省エネルギー性能および良好な室内環境を確保するため

に，エアフロー型窓等の空調設備と連動したシステムや，自然換気

の効果を利用したダブルスキン等の高性能窓システムが導入される

例が多くなってきた．しかしながら，光学的・熱的に性能が高い窓

であっても通常の透明なガラスを用いる限りは，ブラインドなどの

日射遮蔽装置によって直達日射の遮蔽を行うことが必要不可欠であ

り，窓システムに組み合わせて内蔵する場合が殆どである．

日射遮蔽装置の仕様や状態は，窓の光学的・熱的性能 1) だけでな

く室内の熱・光および視環境全般へ大きな影響を与えることは明白

であり，実使用状況下において窓の所期性能を発揮しつつ，さらに，

窓が本来有する眺望性や開放感を得る機能を維持するためには，日

射遮蔽装置の状態にもっと留意する必要がある．しかしながら，事

務所建築を対象として日射遮蔽装置の使用実態を調査した既往の研

究 2)3) によると，手動操作のブラインドの多くは終日放置されてい

ることが明らかになっている．

これに対して，ブラインドを日射の状態に応じて制御するブライ

ンド自動制御システムが提案され 4)，高性能窓システムとともに導

入される事例が見られるようになった．また，実大実験棟を用いた

ブラインド制御・照明制御の省エネルギー効果の実証が行われてい

る 5)．しかしながら，ブラインドの自動制御が導入されている場合

であっても日射の遮蔽を優先する安全側の運用である場合や，適切

な天候状態の判断が行われていない場合は天候状態にかかわらず終

日ブラインドが閉じている状況となり得る．また，ブラインド制御

が執務者にどの程度受け入れられているのか，どのような制御が望

まれているのかといった調査事例も少ない状況である．

そこで，本研究では，気象の変動に適切に追従して直射日光の遮

蔽と眺望性確保の両立を実現するための，ブラインド制御手法に必

要な基本的な条件を明らかにすることを目的として，以下の検討

を行った．まず，ブラインド自動制御が導入されている事務所建物

において執務者へのアンケートおよび手動操作履歴の調査を実施

して，ブラインド自動制御に対する評価や要望を明らかにする．ま

た，光・熱の室内環境および照明・空調エネルギー消費量の年間計

算を可能とする 1分間隔の気象観測データ 6) に基づいた短時間変動

を反映した年間シミュレーションを行い，制御時間間隔，閾値判断

方法，割り込み制御，直射日光の検出方法，曇天の判断方法などの

基本的な条件によるブラインド制御への影響を定量的に検討する．

2 自動制御ブラインドの概要

自動制御ブラインドの概念図を図 1に示す．室内における視環境

や熱環境を制御判断に用いるシステムなども考えられるが，ここで

は，直射日光を必要に応じて遮蔽することを目的とした典型的な構

成例について説明する．

2.1 構成システム

典型的なシステム構成は図 1(a)に示すように，建物屋上等に設置

する直射日光を検出するセンサ，センサ検出値に基づいてブライン

ドの状態を決定して制御信号を送信する中央処理システム，中央処

理システムおよび手動操作盤からの制御信号に基づいてブラインド

を動作させるコントローラ，ブラインドユニット本体となる．ブラ
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インドの動作は，全体の上下昇降操作およびスラット角の開閉動作

を独立して行うものを想定する．なお，本論文では，直射日光の検

出を法線面直射照度によって行うことを前提とする．

2.2 ブラインドの制御状態

自動制御状態においては，図 1(b)に示すように，法線面直射照度

が閾値以上の場合はスラット角度を直射日光が室内へ透過しない角

度（以下，「保護角」と表記）に維持して直射日光を遮蔽し，法線面

直射照度が閾値以下の場合はスラットを開くまたはブラインドを巻

き上げて格納することによって開放する．これにより，日射遮蔽と

昼光利用の両立を図ることが可能となる．

自動制御ブラインドの動作に影響する基本的な要素としては，直

射日光の検出方法，検出した直射日光に対する動作閾値の設定，制

御時間間隔といった項目が挙げられる．本論文では検討対象外とす

るが，執務者の快適性や満足度に影響する要素として，保護角に対

して安全を見込む角度（かぶせ角），手動操作の優先度，手動操作か

ら自動制御へ復帰するまでの時間といった項目が挙げられる．

3 自動制御ブラインド導入建物での使用実態

自動制御ブラインドを導入している建物において，執務者のアン

ケート調査および，手動操作ログデータの分析を行い，執務者の自

動制御ブラインドに対する印象の実態や要望を明らかにする．

3.1 調査対象建物の概要

調査対象とした建物の概要を表 1に示す．2件ともに都心部に建

つ事務所ビルであり，外装の殆どがガラス面で構成されている．N

ビルは東西面に自動制御外ブラインドを装備した発熱複層ガラス

を，Mビルは全方位に自動制御ブラインドを内蔵したエアフロー型

窓の開口面を有しており，ペリメータレス化が図られている．いず

れにおいても，直射日光照射時にブラインドを保護角に保つ標準的

な保護角制御を行っている．

3.2 執務者へのアンケート調査

アンケート調査は N ビルを対象に，2003 年 10 月に実施した．5

階の執務者 147 名に対して依頼して，回答数は 71 であった．質問

は複数回答可能の選択式とした．

図 2に，ブラインドの操作全般について質問した結果を示す．図

2(a)ブラインドを閉める要因としては，直射日光が室内へ直接侵入

する状況に対する回答数が多くなっており，執務環境において直射

日光の遮蔽が必須であることがわかる．また，外部からの視線を遮

るという要望も見られる．一方，図 2(b)ブラインドを開ける要因か

ら，直射日光が侵入しない時間帯や曇天・雨天時において，ブライン

ドを格納してより多くの眺望性を確保したいという要望が伺える．

図 3に，自動制御ブラインドに対する印象および要望について質

問した結果をゾーン内訳別に示す．図 3(a) 自動制御の動作に対す

る印象としては，気にならないという回答数が最も多く，概ね執務

者に受け入れられているといえる．これに対して，図 3(b)自動制御

を解除して手動操作を行う内容としては，スラットを開く，または

ブラインドを格納する側の操作が多く，より眺望性や開放感を得る

ことを要望していることがわかる．また，図 3(c)手動操作を行わな

い理由としては，操作が面倒，操作に伴う執務室全体への影響を気

にすることへの回答数が多い．以上の結果と，執務者がブラインド

を操作する行動には移りにくいという過去の研究事例 2) を踏まえ

鉛直面放射照度から推定追尾型計測装置で直接検出気象観測値からブラインド状態を決定して制御信号を複数のユニットへ送信
ブラインドの巻き上げ・下げスラット角の状態が決定

気象観測センサ
中央処理システムコントローラ手動制御盤

ブラインドユニット 直達日射が閾値以下のときブラインドを開放する
直達日射が閾値以上のときスラット角を保護角とする

(a) システム (b) 直射日光の有無による動作
図 1 自動制御ブラインドの概念図

表 1 調査対象建物概要 (ブラインドを BLと表記)
Nビル Mビル

所在地 東京都千代田区飯田橋 東京都千代田区丸の内
用途 本社ビル 本社ビル (一部テナント)
竣工年月 2003年 3月 2004年 9月

地上階数 (地上高) 14階 (66m) 30階 (147m)
延床面積 約 20,000m2 約 180,000m2

窓方位 東西 全方位
窓システム 外 BL+発熱複層ガラス BL内蔵エアフロー型窓

BLスラット色 (反射率) グレー (0.69) グレー (0.3)
BLユニット数 約 300台 約 2800台

BL制御時間間隔 10分 20分直射光が目に入って眩しいとき直射光が作業面に当たって眩しいとき直射光が体に当たって暑いとき窓面全体が眩しいとき窓面がモニター等に映り込むとき外からの視線を遮りたいときその他 0 20 40 60回答数[-]
82%75%73%20% 58%34%7%

(a) ブラインドを閉める要因

回答数[-]
外の景色が見たいとき直射光が入射しない時間帯になったとき一時的に外が曇ったとき終日，直射光が入射しないとき室内が暗いとき直射光をとりこみたいときその他

72%51%3% 52% 62%23%4%0 20 40 60
(b) ブラインドを開ける要因

図 2 ブラインド操作についてのアンケート結果 (Nビル,回答数 71)気にならないブラインドの動作音が気になる窓面の明るさの変化が気になる室内の明るさの変化が気になる作業面の明るさの変化が気になる自動で動くこと自体が気になるその他 0 20 40 60回答数[-]
61%10%14%13%13%6%10% ⻄側ペリメータインテリア 東側ペリメータ

(a) 自動制御ブラインドの動作について気になる事項

0 20 40 60回答数[-]

1%3% 17%6% 68%6%
スラットを閉じるスラットを開くブラインドを巻き下げる（開放）ブラインドを巻き上げる（遮蔽）操作したことがないその他

⻄側ペリメータ インテリア 東側ペリメータ

(b) 手動操作の内容 注 1自動制御の状態で許容できるフロア全体に影響があるリセットされてしまう操作が面倒操作方法を知らなかった操作盤の存在を知らなかったその他 0 20 40 60回答数[-]

18%18%4% 14%6%8% 31%⻄側ペリメータ インテリア東側ペリメータ
(c) 手動操作を行わない理由

図 3 自動制御ブラインドに対する印象および要望 (Nビル,回答数 71)



ると，適切に天候状態を判断できるような精度の高いブラインドの

自動制御を実現することが必要である．

3.3 手動操作の実態

気象の状態や時刻・方位別によるブラインドの手動操作の状況を

捉えるため，M ビルの BEMS に収録されているログデータの分析

を行った．ログデータには全てのブラインドユニット約 2800 台に

ついて，自動制御の解除有無，ブラインドの巻き上げ・下げ，スラッ

ト角度の状態が，制御時間間隔である 20分毎に記録されている．こ

のデータのうち，欠測等の不備がなかった 2008年 1，6，8，10月の

各期間について，通常の自動制御で運用されている 2421台 (南 410,

西 796,北 418,東 797) の執務日の日照時間帯を分析対象とした．な

お，ブラインドユニットは窓幅 1.5m の単位で内蔵され，手動操作

パネルは 2ユニット毎に窓近傍の柱に設置されている．可能な操作

は，スラット角の変更（開閉各 7段階）およびブラインドの上げ下

げとなっている．また，Mビルの周辺状況としては，西方位前面に

は殆ど障害物がない一方で，北・南・東方位においては，約 30m程

度の軒高のビルが隣接している．

まず，平日におけるブラインド手動操作の状況を方位別に比較し

た結果を図 4に示す．図 4(a)は，1日の中で全く操作されなかった，

スラット角操作をされた，巻き上げ操作をされた，以上 3通りにブ

ラインドユニットを分類・計数して，月間平均した結果を，方位別

に示している．手動操作割合は，北が最も多く，東西が次いで，南

は最も少ない．手動操作の発生率としては全体の 10～20% 程度で

あり，概ね自動制御が受け入れられていると考えられる．操作内容

としてはスラット角の操作よりもブラインドの巻き上げが多い．ま

た，図 4(b)は，巻き上げ操作されたブラインド数の総数に対する割

合の日変動を，1 月について平均した結果である．北面は日照が無

いため他方位よりも巻き上げ操作が多い一方で，南面は他方位より

巻き上げ操作が少ない．西面は日照がない午前中に多く午後には少

なくなる一方で，東面は午後に多くなっている．各方位とも直射日

光の有無と巻き上げ操作に関係性が見られる．

また，図 5に晴天・曇天の代表日における時刻別の操作状態を示

す．図中の棒グラフは凡例に示すように，各時間帯における開放状

態となっているブランド数と，濃色で示す開閉操作された数（正が

開く側，負が閉める側）を，晴天日と曇天日の別に示している．晴

天日は直射日光のあたる時間帯には東西面とも巻上げ状態台数が

減っているのに対して，曇天日は一日を通して巻上げ状態が維持さ

れている．東面では周囲建物の影響で晴天日と曇天日の差が小さい

が，建物前面に殆ど障害物が無い西面においてはその差が顕著であ

る．これらの結果は，前節のアンケートでの眺望性や開放感に対す

る執務者の要望と合致する傾向である．

一方，気象が不安定な代表日の西面におけるブラインドの操作状

況と気象の時刻変動を示した図 6 によると，急な直射日光の侵入

(15時過ぎ)により，次の制御ステップになる前に角度操作が急増し

ており，直射日光の侵入が許容されないことが明確である．

4 制御方法の検討

前節における実態調査から，執務者のブラインド制御への要望と

して，直射日光の確実な遮蔽と眺望性の両立が明らかとなった．そ

こで，通年の観測気象データに基づいて，ブラインド制御の動作に
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影響を与える要素について感度解析を行い，ブラインド制御に必要

な基本的な仕様を明らかにする．

4.1 検討概要

解析には，障害物の影響を受けないMビル屋上にて 1分間隔で観

測している法線面直射照度のデータのうち，欠測が殆どない 2007

年のデータを用いた（データ総数 525600分）．図 7は，日照時間帯

における法線面直射照度の年間出現頻度を時刻別に示したもので

ある．日中においても雲によって遮断されている状態と考えられる

500lx を下回るような低い直射照度となる時間帯が大きな割合を占

めており，適切な天候状態の判断を行うことによってブラインドを

開放可能な時間数は多いことから，晴天と曇天の判定の精度が重要

となることが示唆される．ここで，事務所ビルにおけるブラインド

使用実態の調査結果 2) によるとブラインド開閉操作の閾値は法線

面透過日射量で 10W/m2 程度以上となっており，法線面直射照度で

約 1000～3000lx 程度と推定されるが，この範囲において年間頻度

に大差はない．また，勤務時間帯を想定して午前 9時以降の直射日

光照射時における 4方位鉛直面へのプロファイル角の年間出現頻度

を示した図 8によると，照射時間数は南が最も多いがブラインドに

よる直射日光の遮蔽が必須となるプロファイル角が小さい範囲にお

いては，始業時間を考慮したため西方位が最も時間数が多くなる．

以上から，本論文は西方位におけるブラインド制御を検討対象とし

て，図 9に示すように遮蔽要求の有無に対する制御結果の一致・不

一致という 4通りの状態について，西鉛直面に直達光が照射され始

める時間から日没時間までの年間の時間数 (分) に対する割合を合

致率として年間評価を行うこととする．数千 lx 程度の直射日光の

検出は，日射と比較して時定数が小さく，高い感度で計測が可能な

法線面直射照度によって判断し，最小時間間隔を 1分とする．直射

日光有無の判定閾値は，既往の研究 7) やM ビルにおける運用実績

に基づいて 1500lxと設定した．

4.2 変動データ処理方法および判断時間間隔

図 10 に直射照度の変動に対する，縦線で示す一定時間間隔で行

われる制御時における，閾値の判断方法による違いを模式的に示

す．時々刻々変化する直射照度の検出データに対して，図中横軸の

一定時間間隔周期でブラインド制御の動作判断を行う状況を表して

いる．図中横破線で表している閾値の判断方法として，制御を行う

直前の値を用いる「瞬時値」，制御時間間隔内で最大値を用いる「最

大値」，平均値を用いる「平均値」の 3種類について検討を行うこと

とする．この例では，最大値判断または平均値判断では閾値を超え

る時間が発生するが，瞬時値判断では発生していない．制御時間間

隔や閾値の判断方法が制御結果に大きく影響することが伺える．

図 11 に閾値判断方法および制御時間間隔による合致率および動

作回数の変化を示す．図中の棒グラフ (縦軸左側) は，遮蔽要求有

無に対する一致を正値，不一致を負値としている．負値は正値より

も拡大したスケールとしている．また，プロット折れ線 (縦軸右側)

は，太陽位置に応じてスラット角を被せていく保護角制御が解除・

再開される回数を示している．一致する率が高いほど直射日光の変

動に追従したことを示し，動作回数が多いほど動作騒音や視環境

の急変など執務者に影響を及ぼす因子の目安となる．なお，以降の

図においても同様の表現とする．また，瞬時値制御は 1分前の気象

データ観測値に基づいて各ステップの動作を決定することとしてい
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るため，そのステップ瞬間における気象状態とは合致しない場合が

発生する．従って，図中に示すように 1分間隔で瞬時値制御しても

合致率が 100%にはならない．

図 11 によると，制御時間間隔 30 分に対して 1 分を比較すると，

「遮蔽要求有り・一致」は最大で 5%程度の上昇なのに対して，「遮蔽

要求なし・一致」は 10～20%程度の上昇となっており，制御時間間

隔の短縮は眺望性機会の向上に寄与することがわかる．閾値判断方

法を比較すると，全体の合致率としては瞬時値，平均値，最大値の



順番に優れており，瞬時値は「遮蔽要求無し・一致」が制御時間間隔

を短くすることによって大幅に上昇している．従って，制御時間間

隔を短くできる場合は，瞬時値判断として眺望性機会を向上させる

ことが望ましいといえる．また，制御時間間隔 30分から 10分と，5

分から 1分にかけての動作回数の変化を比較すると，5 分から 1分

にかけては合致率の上昇は殆ど見られないが，特に瞬時値判断での

動作回数の変化が大きく，合致率とともに執務環境への動作音など

の影響も踏まえて設定を判断する必要がある．一方で，建物内の通

信インフラ等の状況で制御時間間隔を長くせざるを得ない場合や，

日射遮蔽性能を重視する場合は，平均値あるいは最大値判断とする

ことがよいと考えられ，運用方針によって適切な設定方法は異なっ

てくることがわかる．

4.3 季節による違い

図 12に，図 11における瞬時値判断のケースについて，夏期 (6～9

月)，中間期 (4,5,10,11月)，冬期 (12～3月) の期間別に比較した結果

を示す．全体の合致率としては大きな違いはないが，夏期・中間期

と比較して冬期は晴天率が高く気象状態が安定していたため，「遮

蔽要求あり」の割合が多く，それに対する合致率も高くなっている．

また，動作回数も大幅に少なくなっている．地域や季節によって異

なる気象の変動性を踏まえて，制御時間間隔を変更するといった運

用も考えられる．

4.4 割り込み制御

前項まで検討した一定周期毎にブラインド状態を判断する方法で

は，制御周期間に生じる天候状態の急変に対して対応できない．そ

の傾向は図 11 における瞬時値判断において顕著に見られた．そこ

で，図 13に示すように，通常の制御周期に関係なく急な変化に対応

して，遮蔽動作を行う「割り込み制御」の効果について検討する．

割り込み制御に関する設定要素としては，割り込み制御を行う判

断基準となる直射照度 (以下「割り込み閾値」と表記)，割り込み閾

値を超える直射照度の許容継続時間 (以下「割り込み判断時間」と

表記)が挙げられる．従って，割り込み制御を行うことによって，室

内へ直射日光が侵入する時間を，割り込み判断時間以内に抑えるこ

とができる．

図 14 に割り込み閾値を 1500lx，割り込み判断時間を 1 分と設定

した場合の，割り込み制御時の合致率および動作回数の制御時間間

隔による変化を，図 11における瞬時値判断の結果と併せて示す．割

り込み制御は制御時間間隔が大きい場合でも「遮蔽要求あり」に対

する合致率を高めることが可能であり，割り込み制御での制御時間

間隔 15 分は，通常の瞬時値制御における 5 分と同等の合致率であ

り，動作回数は半減することができる．その代替として，「遮蔽要求

なし・不一致」は増加することとなる．また，制御時間間隔が短く

なるほど「遮蔽要求有り・不一致」がわずかに増加するのは，制御時

間間隔が短くなるほどブラインドを開く動作が発生して，天候が急

変して「遮蔽要求有り・不一致」となる確率が高くなるためである．

図 15に，割り込み制御に関する設定要素による合致率・動作回数

の違いを比較した結果を示す．図 15(a) 割り込み閾値は，合致率や

動作回数に殆ど影響しないことから，割り込み閾値は通常の閾値と

同じ設定とするのが妥当である．図 15(b)割り込み判断時間は，1～

3分の間に合致率・動作回数ともに大きな差は見られないことから，

直射日光侵入時間の許容度に基づいた設定が可能である．
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4.5 直射日光の検出方法

前項までは，高精度な追尾型計測装置にて測定した法線面直射照

度に基づいた検討結果を示したが，実際の建物におけるブラインド

制御の運用においては，簡易的な方法による直射日光検出も想定さ

れる．そこで，比較的簡易で廉価に観測が可能な鉛直面照度に基づ

く直射日光の検出方法について検討を行う．法線面直射照度の推定

は以下に示す 2通りの方法によって行った．Case1は水平面全天空

照度の計測が必要となるので，Case2の方がより実用的といえる．

Case1 : EDN =
(ETV 1 + ETV 2 − ESH)

cos θi
(1)

Case2 : EDN =
|ETV 1 − ETV 2|

cos θi
(2)

ここで，EDN :法線面直射照度 [lx]，ETV 1, ETV 2:東西鉛直面照度 [lx]，

ESH :水平面全天空照度 [lx]，θi:東西鉛直面への日射入射角 [rad]

なお，本項での検討に用いる気象データは，神奈川県横浜市鶴見

区の Tビルにて 1分間隔で測定した 2007年の年間データを対象と

した．鉛直面照度は反射光を遮蔽する板を設置して計測している．

図 16に，追尾型によって直接計測した法線面直射照度と，2通り

の方法による推定値を比較した結果を季節別に示す．天候が安定し

ている冬期の方が夏期と比較して相関性が高い．Case1と比較して

Case2は大きい値となっているが，一定の相関性が得られている．

図 17 に直射日光の検出方法による合致率の比較結果を示す．図

中の「追尾」は図 11における瞬時値制御，「Case2*」は Case2にて

判定閾値を 5000lxに高めた場合，「スケジュール」は直射日光の検

出を行わずに時々刻々における太陽位置で保護角制御を行った場

合，をそれぞれ示している．簡易的な推定方法である Case1および

Case2 は，追尾型による直接計測と比較して「遮蔽要求なし・不一

致」が多く，安全側の制御となっている．また，制御時間間隔を 10

分以下に短くしても合致率は変化せず，気象追従性の向上が見込め

ない．しかしながら，判定閾値を高めた Case2*は「遮蔽要求なし・

不一致」を大幅に改善しており，「遮蔽要求なし」に対する合致率を

得られない，すなわち眺望性機会を大きく損なうスケジュール制御

と比較すれば，実用的な Case2においてもある程度の制御性を得ら

れ，制御時間間隔が長い場合は追尾型に対する差は縮まる．

4.6 巻き上げ制御

前述した執務者の要望として挙がっていた，曇天・雨天時に長時

間直射日光が照射しない場合に，スラットを開くだけでなくブライ

ンドを巻き上げて開放する制御について検討を行う．巻き上げによ

る開放動作は，駆動装置の消耗や執務者への騒音・視環境等への影

響が大きいことから，曇天・雨天の継続性を的確に判断する必要が

ある．

まず，Mビルにて測定した 2007年の通年のデータを対象として，

曇天・雨天状況の判定方法についての検討を行った．図 18(a) は，

午前 7時から日没の時間帯において，ブラインドを開放しても支障

がないとみなせる直射照度 1500lx 以下の継続時間を検討した結果

である．なお，日没後は継続時間に算定していない．1 時間以上遮

蔽要求が無い時間が継続する状態が，年に 400 回，4 時間以上でも

100回発生している．また，図 18(b)は，曇天・雨天の継続状態から

巻き上げが可能と判断する判断時間 (横軸)と，判断後に巻き上げ状

態が継続した時間との関係を検討した結果を示す．折れ線 (左縦軸)

は巻き上げ後に遮蔽要求が発生しない時間の確率を，縦棒 (右縦軸)
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図 16 法線面直射照度の直接計測値と推定値の相関
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図 18 直射照度の継続性に関する年間特性

は各判断時間に達するまで曇天・雨天状態が継続した出現頻度を表

している．判断時間を長く設定するほど，判断後の曇天・雨天状態

の継続時間が長く得られるが，出現回数自体も少なくなる．また，

判断時間を 90 分以上としても，開放時間が継続した確率の上昇幅

は小さいことがわかる．判断時間を 90 分とすれば，30 分継続では

80%以上，120分継続でも 50%の確率で開放状態を維持できる．

5 まとめ

ブラインド制御が導入されている都心部の事務所建物において，

執務者へのアンケートおよび手動操作履歴の調査を実施して，ブ

ラインド制御に対する印象や要望を明らかにした．また，1 分間隔



の気象観測データに基づいた短時間変動や持続性を反映した年間

シミュレーションを行い，気象の変動に適切に追従し，直射日光の

遮蔽と眺望性確保の両立を実現するブラインド制御手法について，

各種設定条件の影響度を定量的に示した．具体的な知見を以下に

示す．

• ブラインド自動制御は執務者に概ね受け入れられているが，以
下のような要望が見られた．直射日光が照射しない時間帯や曇

天・雨天時，直射日光が弱まる日没時間帯において，ブライン

ドを開放して，より多くの眺望性を確保する．急な天候の変化

にも追随して直射日光を遮蔽する．

• 制御時間間隔を短くすると，直射日光の遮蔽性能の向上よりも
眺望性機会の向上が顕著である．

• 制御閾値の判断方法は，制御時間間隔が短い場合は瞬時値判
断，長い場合は平均値または最大値判断とすることが望まし

い．瞬時値判断の場合は，動作回数が相対的に多くなる．

• 割り込み制御は直射日光の遮蔽性能を大幅に向上することが可
能であり，制御時間間隔を長くする場合に効果が高い．

• 直射日光の検出方法は，精度の高い追尾型による方法が望まし
いが，実用的な全天照度計を用いた方法でも制御閾値の引き上

げといった調整によって，ある程度の制御性を確保できる．
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注

注 1) Nビルのブラインドは，窓下部にチェーン駆動で格納される構造となって
いるため，ブラインドを格納する場合は「巻き下げる」，ブラインドを引き
出す場合は「巻き上げる」こととなり，一般的な上吊り方式と逆の動作と
なる．
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