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建築物での被災後の機能継続
― 防災型超々節水システムの開発 ―

国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研究部長　 山　海　敏　弘

１.はじめに

建築物の耐震性については、宮城県沖
地震における建築物の被災に対応した建
築基準法における新耐震基準の施行
（1980 年）により、それ以前と比較して
大幅に向上し、その後発生した阪神大震
災等の震災においてもこの新耐震基準の
基本的な有効性が確認され、様々な被災
によって得られた知見を拡充することに
より、着実に向上が図られてきた。

建築設備の耐震性についても、1982
年には「建築設備耐震設計・施行指針（日
本建築センター刊）」の初版刊行等によ
り、基本的な耐震性能の確保が図られる
ようになり、阪神大震災等において顕在
化した水槽類のスロッシングによる破損
への対応等に関する知見等も拡充され、
着実に向上が図られてきた。

しかし、2011 年に発生した東日本大
震災では、地震による被災だけではなく、
地震によって発生した津波により都市・
建築物に被害が生じ、津波による被害は
広域的かつ激甚なものとなった。

また、建築物の構造等が地震による直
接的な被害に耐えることができたとして
も、上下水道、電気、通信等、ライフラ
インの途絶が発生した場合、通常の建築
物は要求される機能を発揮することがで
きなくなってしまうが、地震によって直
接的な大被害が発生する建築物の数と比
較して、ライフラインの途絶に見舞われ
る建築物の数は圧倒的な多数となる点も
重要である。

東日本大震災におけるライフライン途
絶による被害は甚大で、従来の地震に伴
うライフライン途絶と比較して想像を絶
する規模・期間に渡ることとなり、電力、
上下水道については数ヶ月にも及ぶこと
となった。東日本大震災以前は、阪神大
震災における被災事例等に基づき、電力
途絶３日、上下水道途絶７日という設備
計画上の目安が多くの場面で用いられて

きたが、東日本大震災レベルの災害につ
いては、抜本的な見直しが求められるこ
ととなった。

2013 年３月 18日に内閣府が公表した
「南海トラフ巨大地震の被害想定（二次
報告）」では、被災後、約 2,710 万人が
電力、3,440 万人が上水インフラ、3,210
万人が下水インフラの途絶に見舞われる
ことが想定されている。復旧については、
最も厳しい地域で電源については約２週
間で 95％復旧（電源調整、電信柱）、上
水については約７週間で９割復旧、下水
については約５週間で９割復旧（下水処
理場のみ）との見込みが示されており、
今後の災害対策は、この被害想定を前提
とすることとされている。

この被害想定では、ライフライン途絶
に見舞われる人口が非常に多いため、従
来の災害で有効に作用した外部からの支
援に期待できる度合いが低く、災害後の
活動拠点となる建築物や生活の基盤とな
る住宅における生活機能・事業機能の継
続（LCP：Life Continuity Plan、BCP：
Business Continuity Plan）が非常に重
要であると認識されている。

現在、国土強靭化の一環として都市・
建築物・ライフラインの強靭化が推進さ
れているところであるが、上記の現状認
識を踏まえ、被災後の活動拠点となる建
築物や住宅に要求される LCP、BCP を実
現するための技術（ライフライン途絶へ
の対応技術）は、重要度を増している。

建築物の機能継続については、「業務
継続のための官庁施設の機能確保に関す
る指針」（2015 年国土交通省官庁営繕部）、
「BCP 対応ビル指針（案）」（2012 年　
ロングライフビル推進協会）、「病院設備
設計ガイドライン（BCP 編）」（2012 年
　日本医療福祉設備協会）等が公表さ
れてきたが、国土交通省はこれらを踏ま
え、災害時に拠点的な機能を発揮すべき
建築物の機能継続に必要な技術を開発す
るため、総合技術開発プロジェクト「災

害拠点建築物の機能継続技術の開発」（以
下「災害拠点総プロ」という）を実施し、
その成果は「災害拠点建築物の設計ガイ
ドライン（案）」１）として公表されたと
ころである。

本稿においては、災害拠点総プロにお
ける研究成果の概要と、インフラの復旧
に相当な時間を要する大規模災害後にお
ける建築物の機能継続に絶大な効果を有
する「防災型超々節水システム」の概要
について述べる。

２.災害拠点総プロの成果物
（ガイドライン）の概要

災害拠点総プロでは、地震、津波等に
対する建築物の機能継続性を向上させる
ための総合的な技術開発を実施し、具体
的には、建築物の構造・非構造部材を対
象とした機能継続性向上技術（低抗力津
波避難ビル、外壁材脱落を考慮した設計
法、非共振天井、損傷制御設計法、飛来
物対策評価法）等に関する研究を実施し
たが、建築物の機能を継続する上で必要
不可欠な設備システムの機能維持技術に
ついても併せて検討が進められた。

その成果はガイドラインとして取りま
とめられ、公表されているが、このガイ
ドラインでは建築設備による機能継続に
関して、次のような事項を規定している。

(１)災害の種別・規模に対応した設
備計画

「南海トラフ巨大地震の被害想定」に
おける地震、津波による浸水、電力、上
水、下水機能の途絶を想定し、建築設備
を計画するものとするが、具体的には、
建築物に適用される地域防災計画、地区
防災計画に基づくものとしている。また、
対象とする建築物に要求される機能維持
水準については、コミュニケーション
シートを用いてニーズを抽出し、建築設
備の計画・設計に反映させることとして
いる。
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(２)耐震性の確保
建築設備の耐震性については、建築設

備耐震設計・施工指針（2014 年版）、官
庁施設の総合耐震計画基準および同解説
（1996 年版）によることを基本とし、こ
れらに記載されている対策技術を活用す
ることを前提とするが、最近の被災事例
から見て特に留意すべき事項について、
各設備毎に次のような対策技術を記載し
ている。
・建物導入部・エキスパンション部にお

ける変形追従対策、破損対応対策
・トランスの耐震対策等（高電圧が印加

されているトランスの接触による破損
防止）

・天井と取り合いのある設備の設置方法
（衝突抑制、可撓性・変異追従性確
保）

・破損を想定する地中埋設配管にピット
を設ける等の対策

・水槽のスロッシング対策等
・漏水対策（緊急遮断弁の設置等）
・エレベータの最新の技術基準への適

合、地震管制運転、自動仮復旧、振れ
止め対策

(３)浸水への対応性の確保
「官庁施設の総合耐震・対津波計画基

準」（2013 年）によるほか、拠点機能を
維持するために必要な設備が浸水によっ
て機能を喪失しないよう、次のいずれか
の対策を講ずることとしている（設備を
機能させるために必要なエネルギー・水
等に係る系統全体に適用）。
・設備を浸水深よりも高い位置に設置す

る。
・設備を耐水区画内（浸水しないよう対

策を講じた室等の部位）に設置する。
・浸水に耐えられる構造の設備を設置す

る。
ガイドラインでは、上記を実現する上

で有効な対策技術を次のように具体的に
記載している。
●低層階の浸水を想定したシステム構成

津波等により、低層階が浸水した場合
においても、浸水していない階の機能を
保持する、または電源復旧後、浸水した
低層階の修理等が実施される前に浸水し
ていない階の機能復旧を可能とするため、
次のような対策を講ずることとしている。
・低層階の浸水を想定したシステムの構

成とする（浸水部分をシステムから切
り離した状態でも機能を継続できる構
成とする等）。

→電気設備については、浸水部分を切
り離すことができる回路構成とする。

→昇降機については、低層階が浸水し
た場合においても、拠点機能の継続
が可能な設置計画とする。

・設備を耐水区画内に設ける。
・浸水が想定される部位に設置するオイ

ルタンク、水槽、ポンプ等は、浸水に
耐えられる構造とする。

(４)ライフライン途絶への対応性の
確保

被災によりライフラインが途絶するこ
とを想定し、ライフライン途絶時におい
ても災害拠点に必要な設備機能を確保す
るため、次のような対策を講ずる。
①電気設備（被災後の機能維持に配慮
した電力系統の設定）

・長時間運転可能な防災用電源の設置
・中圧ガスを活用した防災用電源の設置
・太陽光等を活用した防災用電源による

自立化
・非常用電源を活用した機能継続（十分

な防災用燃料の備蓄、間欠運転に耐え
る回路構成等）

・電源系統の多重化
・仮設電源導入を想定した設備計画（仮

設電源導入を想定した回路構成等）
・代替機器等による電源の確保（可搬型

発電機による通信機能の維持等）
②給排水・衛生設備（消火設備を含
む）

・水源の多様化（防災用井戸、雨水利用
等による自立化）

・機能維持に有効な負荷の低減（節水化
等）

・被災後の機能維持に配慮した給排水系
統の設定

・代替機器等による機能の確保（給水車
による補給水の上階への搬送）

・非常用の設備を活用した機能継続（防
火水槽の水源としての利用、連結送水
管の活用による上階への水搬送等）

・排水機能の維持（排水の一時貯留、排
水再利用等）
③空調・換気設備

・機能維持に有効な設備の負荷低減（窓
による通風・換気、パッシブデザイン
等）

・非常用設備を活用した機能継続（排煙
設備を活用した通風・換気）

・被災後の機能維持に配慮した系統の設
定

・代替機器等による温熱環境の確保

④昇降機設備
・機能維持に配慮した配置計画、ゾーニ

ング
・地震管制運転、自動仮復旧、振れ止め

対策等
・必要な期間、機能を維持できる電源の

確保

(５)機能維持のための運用・管理技
術

ライフライン途絶時においても災害拠
点に必要な機能を確保するため、被災後
の継続使用の可否判定手順の明確化、設
備を継続使用するための簡易な補修用品
（補修用部材、工具等）の常備、被災後
における継続使用のための設備の運転管
理（手順の明確化）、代替設備等の設置
と建築設備との接続・連携手順の明確化、
被災後のオペレーションを実現するため
のソフト対策（契約等における施設の運
営、保守管理等に係る事項や権利関係の
明確化）等の対策を講ずることとしてい
る。

(６)機能継続に有効な新技術
被災後における建築物の機能維持に有

効な各種新技術として、　建築研究所
が開発した防災型超々節水衛生設備シス
テム２，４）、被災後におけるエネルギー自
立技術（省 CO2 先導事業、サステナブル
建築物等先導事業（省 CO2 型）における
被災後のエネルギー自立に係る評価事
例）３）を紹介している。

３.防災型超々節水システム
の開発

地球上の水のうち、淡水は 2.5％に過
ぎず、利用が容易な河川、湖の水はわず
か 0.01％に過ぎない。

現在、開発途上国の 16 ％、世界の
13％もの人々が安全な飲料水を継続的に
利用できていない。また、開発途上国の
47％、世界の 38％の人々がトイレ等の
衛生施設を継続的に利用できておらず、
し尿による水源の汚染が、飲料水不足に
拍車をかけている。

このため、特に急速な人口増加と集中
が進みつつある開発途上国の都市域にお
いては、飲料水の確保・水需要の抑制に
よる節水化と飲料水源の汚染防止、伝染
病防止のための排水処理による衛生対策
が、最重要課題の一つとなっている。

しかし、各国が有する伝統的な方法で
は、人口の増加と集中に対応して衛生水
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準を保ち、飲料水を保全することが困難
となっている。

一方、近代上下水道システムは、世界
人口 10億人に満たなかった 19世紀に先
進国向けのシステムとして成立したもの
であり、大量の水・エネルギー消費を前
提としている。

このため、この近代上下水道システム
を前提とする限り、水資源のキャパシ
ティからみて、世界人口の増大、途上国
の近代化への対応はそもそも非常に困難
と考えられている。

21 世紀末には世界人口は 100 億人に
達すると推計されており、気候変動等に
より不安定さが増している水資源を有効
に活用し、水資源に起因する諸問題に強
い社会基盤を構築するためには、都市・
建築物の節水化は、極めて重要な課題と
なっている。

一方建築物の節水化は、都市・建築物
における水使用削減や上下水道料金の節
約に有益なだけでなく、特に大幅な節水
化を実現することができれば、雨水の有
効活用、排水のオンサイト高度処理、上
下水道インフラ整備・運用の最適化、省
エネ・省 CO2、災害時対応性の向上等、様々
なメリットが生ずる。

このため　建築研究所は、近代上下
水道システムを世界人口 100億人を視野
に入れたシステムとしてリファインする
ことも視野に入れて、超々節水技術の開
発を進めてきた。

(１)　建築研究所における建築物
の節水化技術の開発

　建築研究所では、建築物における
超節水化技術について、次のとおり研究
開発を実施してきた。
①水資源の有効利用・環境負荷低減のた

めの節水型排水浄化システムの開発
（2009～2010年）

②建築物の超節水型衛生設備システムに
おける技術的課題の克服に関する研究
（2011～2013年）

③大災害に伴うインフラの途絶に対応し
た超々節水型衛生設備システムに関す
る研究（2014～2015年）
上記①の研究では、下水道未整備地域

の既存単独処理浄化槽を設置した住宅に
おける便所系統の排水を超節水化するこ
と等により、排水を系統別に最適処理し、
排水に含まれる有機物だけでなく栄養塩
類（窒素、リン）も有効に除去する節水
型排水浄化システムを開発した。

このシステムでは、トイレの洗浄水量
が通常の 20 分の１以下となる超々節水
便器（洗浄水量 0.6 Ｌ /回程度）を活用
できる排水技術（配管洗浄水方式）と高
濃度排水の高度処理技術も開発すること
ができた。

しかしこの技術は、下水道未整備地域
の既存住宅に単独浄化槽が設置されてい
るという条件下において成立するもので
あったので、上記②の研究では、超々節
水システムをわが国における人口の７割
超が属する下水道整備区域において適用
することができるよう、排水管路におけ
る汚物搬送性能確保を構築するとともに、
システムおよびシステムを構成する要素
技術の評価技術、計画・設計技術も併せ
て構築した。

上記③の研究では、これらの研究を発
展させ、南海トラフ巨大地震、首都圏直
下型地震において想定されている長期に
渡る電気・上下水道インフラの途絶に対
応できるレジリエントな衛生システムを

開発した。
①超々節水化技術の概要
建築物における超々節水型衛生設備シ

ステムとは、節水設備と超々節水に対応
した給排水設備（排水配管洗浄設備、排
水再利用設備、雨水利用設備等）によっ
て構成され、必要に応じてオンサイト汚
水処理技術（土壌処理、系統別最適処理
等）が付加された構成となる（図－１）。
②超々節水化技術を構成する要素技術
超々節水型衛生設備システムを構成す

る重要な要素技術である超々節水便器と、
超々節水便器に対応した給排水設備の概
要は、次のとおりである。

(a) 超々節水便器
通常の便器は、便器の表面を衛生的に

保つためだけではなく、汚物の排水管内
での搬送性を確保できる洗浄水量を設定
しているため、多量の洗浄水を必要とす
ることとなる。

メーカーは、この汚物搬送性を確保し
つつ、便器の節水化を進めてきた（図－２）。

図－１　超々節水化技術に関する技術開発の概要

図－２　便器の節水化
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汚物搬送性を確保するため、洗浄水を
ポンプで加速する等の対策が講じられて
いるが、現時点においては、洗浄水量４
Ｌ程度が技術的な限界と考えられている。

一方、　建築研究所が開発した超々
節水便器を活用するシステムでは、便器
の表面を衛生的に洗浄できる水量（0.6
Ｌ /回）は確保し、汚物を衛生的に排水
配管内に送り出すことはできるが、基本
的に排水管路内における汚物搬送性は僅
少なものとなる。

図－３は、超々節水便器の一例を示し
たものである。

このシステムでは、超々節水便器に対
応した給排水設備との組み合わせが必須
となるが、汚物の搬送性という機能を給
排水設備に分担させることにより、大幅
な節水化が可能となっている。

(b)超々節水便器に対応した給排水設
備

超々節水便器は基本的に汚物搬送性が
僅少なので、次のいずれかの方法によっ
て対応することとなる（図４～６）。
・僅少な汚物搬送性に対応した少水量急

勾配排水管（必要により、サイホン給

水タンク、サイホン排水槽を組み合わ
せる）による給排水設備

・ポンプによる排水配管洗浄方式を適用
した排水設備
なお、排水配管における汚物の搬送性

能を確保するためには、短時間に多量の
水を搬送水として流す必要がある。

しかし、短時間に多量の水を流すだけ
のために、設備全体の容量が大きくなっ
てしまうのは不合理なので、上記のシス
テムではサイホンを有効に活用すること
によって、ポンプ容量等、設備をミニマ
ムなものとすることを可能としている。
③超々節水化によって得られる様々な
便益

大幅な節水化により、単なる水使用削
減、上下水道料金の節約以外に、次のよ
うな便益が生ずる。

(a)水使用削減に伴う省エネ、省CO2

水使用量削減に伴い、上水の供給（処
理、搬送）、下水処理に伴うエネルギー
消費の削減および省 CO2 が可能となる。

戸建て住宅では上水を直圧で使用する
ことが多いが、ある程度の規模の建築物
内では、建築物内で上水を搬送するため、

ポンプ動力が使用される。
表－１に建築物内における上水搬送に

伴うエネルギー消費（MJ/㎥）を示す。
最近の中高層建築物で多用されるポン

プ直送方式の場合、上水を浄化し、需要
先まで搬送するために必要なエネルギー
よりも多量のエネルギーを消費している
が、節水化により、このエネルギーを削
減し、省エネ・省 CO2 を実現することが
可能となる。

(b)上下水道インフラ整備・運用の最
適化

超節水化による都市・建築における水
需要削減効果を面的に評価することがで
きれば、上下水道インフラの整備・運用
に対する要求を低減する等、インフラの
合理化を実現できる可能性がある。

(c)排水のオンサイト処理技術の有効
性向上

少量の排水のみ処理すれば良いため、
排水再利用技術、土壌処理技術等、オン
サイト処理技術の適用可能領域が大幅に
拡大される。

単独処理浄化槽が設けられている既存
住宅の水洗便所を超々節水便器に交換す

図－６　汚物搬送性の確保手法（排水配管洗浄水とサイホ

ン排水槽）図－５　汚物搬送性の確保手法（サイホン給水タンクとサイホン排水槽）

図－４　汚物搬送性の確保手法（サイホン排水槽）

図－３　超々節水型大便器の構造（例）
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ることにより少量の排水を高度に処理す
るオンサイト技術を有効に活用した「節
水型排水浄化システム」の事例を図－７
に示す。

(d) 雨水の有効活用
「雨水の利用の推進に関する法律」に

おいて「雨水の利用」とは、「雨水を一
時的に貯留するための施設に貯留された
雨水を水洗便所の用、散水の用その他の
用途に使用すること」としており、国、
地方公共団体、独立行政法人等は、「雨
水の利用」に関して目標を設定し、その
推進に務めることとされている。

しかし降雨は、水需要とは無関係に発
生し、長期間にわたって雨が降らないこ
とがある一方、短期間に相当量の降雨に
見舞われることも珍しくないため、相当
な容量の雨水貯留施設を設けなければ、
雨水を有効に利用することは難しく、か
つ、雨水の貯留能力限界まで雨水を貯留
した場合には豪雨対策としての有効性が
損なわれ、貯留量が少ない場合は有効利
用が困難となる点が、雨水利用の B/C を
検討する上での課題となっていた。

建築物を超々節水化した場合、少量の
雨水でも有効に機能する衛生システムの
構築が容易となることから、結果として、

このジレンマからある程度開放され、雨
水の有効性が飛躍的に高まることとなる。

(２)防災型超々節水システムの構成
と効果

わが国におけるトイレの水洗化率は９
割を超えているが、水洗便所は、通常時
は 50 Ｌ / 人・日、被災時においてもこ
の２分の１～３分の１程度の洗浄水を必
要とする。

一方、被災時の簡易トイレやマンホー
ルトイレの使用が長期に及ぶ場合、衛生
上の問題、被災者の健康被害等も懸念さ
れている。

また、貯水槽、井戸、給水車等によっ
て使用する水を確保できたとしても、下
水道に障害が発生した場合、建築物・敷
地に使用後の水（排水）を貯留せざるを
得なくなる。

南海トラフ巨大地震では、最大２ヶ月
の上水途絶が想定されていることから、
住宅・建築物の LCP、BCP を確保する上
では水対策が非常に重要であるが、防災

型の超々節水システムを導入することに
より、供給が必要な水量を大幅に削減出
来るだけでなく、建築物内に貯留せざる
を得ない汚水の量も大幅に削減できるた
め、防災上の便益は極めて大きい（図－
８，９）。

また、超々節水＋雨水利用は、被災後
における LCP を実現するうえで非常に有
効な選択肢となる。

表－２に、雨水を便器洗浄水として使
用する戸建て住宅（４人居住）を想定し、
平常時における便器洗浄水に占める「雨
水の比率」、被災により上水が途絶した
場合における「被災後の使用可能日数」
について試算した結果を示す。

この試算では、戸建て住宅において
超々節水便器を使用した場合には、200
～ 300Ｌ程度の雨水貯留槽でも非常に大
きな便益（雨水の有効利用、防災性）が
得られることが示されている（被災後、
１ヶ月以上の機能継続が可能）。

一方、通常の節水便器（洗浄水量５
Ｌ / 回）を使用した場合には、200 ～

図－９　防災型超々節水システムの構成例（雨天・曇天時も運用可能）

図－８　防災型超々節水システムの構成例　

（戸建住宅、電源不要の構成も可能）

図－７　既存単独処理浄化槽に対応したシステムの構成例

表－１　建物内の給水に伴うエネルギー消費
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300 Ｌ程度の雨水貯留槽では大きな便益
を得ることができず、通常の水洗便器（洗
浄水量 13Ｌ /回）を使用した場合には、
3,000 Ｌの雨水貯留槽を設けても、十分
な防災上の便益が得られていないことが
示されている。

４.住宅・都市・建築におけ
る大災害への対応におけ
る課題等

南海トラフ巨大地震等の大規模災害に
より、地震・津波による直接的な被害に
加えて、電力、上下水等のライフライン
の広域・長期間に渡る途絶を想定した場
合、現状の都市・建築はあまりにも脆弱
である。

次の事項については、特に技術的・社
会的検討を進める必要があると考えられ
る。

(１)復旧性を含めた信頼度の確保
地震による被害を軽減するためには、

まず第一に地震による直接的被害から人
命を守るという意味で都市・建築の耐震
化推進が必須であるが、被災後の LCP、
BCP を実現するためには、被災後の機能
継続に必要な建築設備の耐震化が同様に
重要である。しかし建築設備は基本的に
直列に接続して機能を発揮するものであ
るため、システムとしての信頼度は、各
パーツの信頼度の積とならざるを得ず、
最も脆弱な部分の信頼度に支配されてし
まう。

このため、単に設備システムの耐震化
を進めるだけでなく、設備システムの並
列化・冗長化や、損傷部位の特定と復旧
性の確保（耐震上の弱点となる配管類の
建物導入部の特定と、復旧のためのピッ
ト等の確保など）についても、更に検討
を進める必要がある。

また、建築物全体で考えると、建築物

に対する免震技術、制振技術等（建物全
体、部位）の導入により、設備システム
に対するインパクトを低減する方法が非
常に合理的である。免震、制振技術の適
用により、什器、パソコン等の被害抑制
が期待できる点も機能継続という観点か
ら見て大変重要である。

(２)ライフライン途絶への対応性向上
地震・津波に伴うライフラインの途絶

は、地震・津波によって直接的な被害を
被る人口と比較して、はるかに多くの人
口に影響を与えることとなり、建築物に
対する直接的な被害が軽微で、構造部材・
非構造部材・建築設備とも全く健全な状
態であっても、ライフライン途絶のため
に機能を継続することができない建築物
が多量に発生する可能性がある。建築物
に対する直接的な被害が軽微であるにも
かかわらず、支援が必要な被災者が相当
に発生した場合、より重篤で危機的な状
態にある被災者に投入されるべきマンパ
ワーを分散化せざるを得なくなる局面が
想定されるため、建築物におけるライフ
ライン途絶への対応機能は、人命保護の
観点から見ても非常に重要である。

支援が必要な被災者の発生を一定限度
に収めることは、病院や指揮機能を担う
拠点的な庁舎等を有効に機能させるため
の必要条件の一つでもあると考えられる
が、2016 年に発生した熊本地震におい
ては、強力な余震の続発により、避難者
が帰宅困難となった事例が報告されてお
り、この点については、有効な対策につ
いて、更に検討が必要と考えられる。

また、被災後のライフライン途絶を想
定し、住宅・建築物における生活継続性、
機能継続性を向上させ、レジリエントな
都市空間を実現するためには、様々な方
法論がありうるが、災害拠点総プロでは、
主として水・エネルギーをある程度建築
物に備蓄し、道路の復旧を待って外部か

らの支援を受ける、というコンセプトを
基本として、対策技術を構築している。

しかし、通常の水・エネルギー消費を
前提とした対策では、長期間に渡るライ
フラインの途絶への対応は難しいため、
非常時の機能継続に必要なリソース（エ
ネルギー、水等）を最小化するための技
術については、更に検討を進める必要が
ある。どのような局面でも有効に作用す
るという意味で、この最小化に寄与する
ことが期待される建築物の超々節水化、
パッシブ技術、自然利用技術等について
は、住宅・都市・建築における大災害へ
の対応の基盤とすべきであり、防災とい
う観点から再評価する必要があると考え
られる。

表－２　超々節水システムによる防災上の効果

＊１は、次の①、②および③条件の下に算定。　＊２は、次の①、②および③’の条件の下に算定。
　①被災後、洗浄水量は1/3まで削減して運用　②雨水貯留槽の半分は、非常用水とし、常時は不使用　③被災後の降水は無視
　③’被災後の降水を評価し、平均使用可能日数を計算


