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SRF 賞  ・安全で快適な街づくりに向けての報告、意見、提案

◆はじめに：SRF 工法への期待 
・「安全で快適な街」：建物の長寿命化は必須

  現状では、コンクリートの寿命に不安

「ローマン・コンクリート」のような長

寿命が理想

コンクリートは表面から劣化

・「SRF 工法」は、「RC の補強」だけでなく、 
「RC の耐久性向上」にも効果が期待で 
きるのではないかと思った。

◆「安全で快適な街」を構成する建物の条件

・ハードとソフト

さて、「安全で快適な街」をつくるための「ハード」の対応は期待できそうだ。

しかし、ハード的に 100 年または 200 年以上持つ建物ができても、「ソフト」的に持たない例が多いのが現状であ

る。あの丹下健三が設計した旧「赤坂プリンスホテル」は「28 年」しか持たなかった。 
・必要条件

戦後 70 年以上が経過し、焼野原だった街に

は、建築基準法、都市計画法に基づいた建築物

が林立した。今の街は「安全で快適な街」であ

ろうか？建築基準法は「最低限」を定めた法律

のため、今の街（建築物）は「最低限」つまり

「必要条件」を満たしただけなのであろう。

建築物としての「十分条件」や「ソフト対

応」が、「安全で快適な街」を考える上で必要と

思われた。

・十分条件

 「安全で快適な街」とあるが、昔、建築学科

の授業で「都市（街）に必要な要素」として、

①「安全・安心性」、②「衛生・健康性」、③

「快適性」、④「効率・利便性」と習った覚えが

ある。これら4つの要素を兼ね備えた建築物が集

まらないと、たぶん「安全で快適な街」とはな

らないのだろう。

これ以外にも「商業・市場性」という側面も

あるのだろうが、ここではは基本の上記4項目に

ついて述べる。

・「安全で快適な街」の「住宅」に求められる

要素（十分条件）の例

 「街（都市）」を構成する建築物で数が多いの

は、住宅、事務所、商業施設である。

以前から最も身近な建築物である「住宅」に

興味があった。上記の4項目に関して、さらに中

項目、小項目に分けて考えていたので、その一

部を説明する。「安全で快適な街」をつくるため

には 100年または 200年以上持つ「住宅」とする

必要があり、その住宅は右表の項目を全てクリアする必要があると思っている。

②一般部門 ・自然災害の低減に関する意見、提案

◆地域資産（個人資産 ⇔ 社会資本）という考え方

「安全で快適な街」として、以下に 1 つの例を示す。 
 左記の中で「個人の力で対応は困難」である「津波・浸水対策」「非常時の蓄電池」「下水管損傷」を考慮したモデ

ルである。

3.11 で津波被害を受けた地域では、平地を避け、山腹の高台に住宅を移した例がある。ひとつの解決策である。

「大水」の影響を受ける地域は避けなければならない。

その「避け方」として、このように「平面的」に避ける方法と、技術的には「垂直的」に避ける方法がある。

津波の被害が予想される地域でも、事務所や倉庫は海に近い場所に建てる必要がある。

津波に対応した建物を「その地域固有の資産」としてつくり、その上部に「人工地盤」を構築し、「住宅」を建てる。

隣り合う建物同士の「人工地盤」高さを揃え、「人工地盤」同士で行き来できるように「橋」を架ける。

（その「橋」はもしもの時は「浮く」必要があるかもしれない）。

・津波発生時

 建物内の就業者や建物の周りにいる人は、その「人工地盤」上に避難する。想定を超えるような津波であれば、「橋」

を利用して山の方に避難する。地上を非難するよりは安全であろう。建物は、一種の防波堤となるかもしれない。

・通常時

「人工地盤」上の住宅が 5 階建てとなった場合でも、下階とはエレベータは分ける。下階からのエレベータ・ホー

ルにオートロックを設けると、「人工地盤」上は子供にとって防犯上も安全な空間となる。

下階の冷蔵・冷凍施設や業務施設の冷房「排熱」は、住宅の「給湯」に利用が可能。

 住宅や下階の業務施設からの排水は、街区ごとに処理し、建物内の中水や灌水に利用することで節水が可能。それ

は広域下水処理施設の助けとなるとともに、除去が難しい窒素やリン等の海域の富栄養化（赤潮）を招く成分は、「人

工地盤」の植物の栄養となる。

・その他メリット

山腹の高台に住宅をつくった場合、そこへのインフラが必要である。電気、上水道、下水道、道路、郵便・宅配

等々。住宅は平日の夜または休日にピークが発生するが、業務施設は平日の昼間にピークが発生する。そのため、「垂

直的」な場合、インフラ投資を大幅に削減可能となる。コンパクト・シティの実現である。

 「街区」ごとに「蓄電池」を設置し、住宅の屋根に設置した「太陽電池」を制御する。平日の昼間は住宅の電力負

荷はほとんど無いので、下階の業務施

設で利用する。休日は住宅で利用。

 もしも停電が生じた場合、最低で

も、各住宅で 1 回路 20A 程度が確保で

きれば、充電状態にもよるが、夜間で

も札幌のように真っ暗となることは無

いし、真夏でも冷蔵庫程度は稼働でき

る。エレベータは稼働させるので、上

下移動に不便はない。

 もしも断水が生じた場合、中水を供

給していれば、トイレ洗浄水としてあ

る程度の対応が可能となる。エレベー

タが稼働しているとはいえ、大量の重

い水を運ぶ必要は無い。

 専用の防災設備を構築した場合、そ

の維持・管理が問題となる。これまで

述べた提案は、非常時と通常時でなん

ら変わることは無い運用となる。維

持・管理は業務施設として行うこと

で、住宅への負担は一切ない。街区ご

とに同じ設備を設置すれば、さらに維持・管理は集約可能となる。

大項目 中項目 小項目

(1)安全・安心 a)生命の安全 イ）地震対策

ロ）火災対策

ハ）CO（一酸化炭素）中毒対策

ニ）転落・転倒対策

ホ）ヒートショック対策

ヘ）熱中症対策

b)財産の安全 イ）防犯対策

ロ）躯体劣化防止対策

ハ）浸水対策

ニ）竜巻・突風対策

c)プライバシー イ）外の対策

（心の安全） ロ）内の対策

(2)衛生・健康 a)空気質 イ）シックハウス対策

ロ）インフルエンザ対策

ハ）カビ対策

ニ）花粉等の対策

b)水質

c)衛生動物 イ）ﾊｴ･ｶ･ｺﾞｷﾌﾞﾘ･ﾈｽﾞﾐ等の対策

(3)快適 a)バリアフリー

b)団欒

c)暑さ、寒さ イ）寒さ対策

ロ）暑さ対策

d)機能維持 イ）停電対策

ロ）断水対策

ハ）その他の対策

(4)効率・利便 a)節水 イ）使用量を削減する対策

ロ）水をリサイクルする対策

ハ）節水器具を使用する対策

b)省エネルギー イ）負荷を削減する対策

ロ）自然エネルギーを利用する対策

ハ）高効率機器を採用する対策

一般部門　佳作
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SRF賞 ・安全で快適な街づくりに向けての報告、意見、提案 

②一般部門 ・自然災害の低減に関する意見、提案 

◆はじめに：SRF工法への期待 

・「安全で快適な街」が完成した暁には、それは将来に亘り使われ続けることが理想である。 

 私が子供のころ（1960 年代）、コンクリートの建物は人間の寿命よりはるかに長く使い続けられるものと思われ

ていた。しかし、近年では 50～100 年と、「人生 100 年」が謳われる人間の寿命並みに短く考えられるようになっ

たのは驚きである。 

・コンクリート、特に鉄筋コンクリート（RC）は「無機物」で構成されるため、「腐る」ことはない。しかし、空

気中の二酸化炭素や大気汚染物質により、表面から劣化が進むようである。 

 「ローマン・コンクリート」。Web で時折見かける名称だが、2000 年前のローマ時代のコンクリートのことであ

り、今なお、強度を保つだけでなく、さらに強度を増しているとのことである。 

 「安全で快適な街」を構成する建物は、50～100 年しか持たないコンクリートではなく、このようなコンクリー

トで造るべきであろう。 

・ある時、たしか建築研究所の方だったと思うが、「コンクリートの建物は内側からの劣化が早い」と言われてい

た。空気中の二酸化炭素や大気汚染物質も気体の状態ではあまり悪さはできない。水に溶けることで大きな悪さを

なすこととなる。外壁は通常、タイル等で保護されているので雨水が直接コンクリート面に接触することはまずな

い。一方、室内は、換気により外の空気が導入される上、人から炭酸ガスや水蒸気が排出されるため濃度は外より

高まる。石油ストーブを使えば炭酸ガス、水蒸気、NOx、SOx が相当な濃度に上昇する。室内の仕上げはコンクリ

ートにクロスを貼っただけの場合もあり、クロスの継ぎ目や画鋲等による穴から、表面または壁体内で結露した水

蒸気と汚染物質等がコンクリート表面に接触するため、屋外よりも劣化が進むとのことだった。 

・そこで「SRF工法」は、「RCの補強」だけでなく、「RCの耐久性向上」にも効果が期待できるのではないかと思

った。表面からの劣化を防げれば、現在のコンクリートでもかなりの長寿命が期待できると思われるからだ。 

◆「安全で快適な街」を構成する建物の条件 

・ハードとソフト 

さて、「安全で快適な街」をつくるための「ハード」の対応は期待できそうだ。 

 しかし、ハード的に 100 年または 200 年以上持つ建物ができても、「ソフト」的に持たない例が多いのが現状で

ある。あの丹下健三が設計した旧「赤坂プリンスホテル」は「28 年」しか持たなかった。 

・必要条件 

戦後 70 年以上が経過し、焼野原だった街には、建築基準法、都市計画法に基づいた建築物が林立した。今の街

は「安全で快適な街」であろうか？建築基準法は「最低限」を定めた法律のため、今の街（建築物）は「最低限」

つまり「必要条件」を満たしただけなのであろう。 

 建築物としての「十分条件」や「ソフト対応」が、「安全で快適な街」を考える上で必要と思われた。 

・十分条件 

「安全で快適な街」とあるが、昔、建築学科の授業で「都市（街）に必要な要素」として、①「安全・安心性」、

②「衛生・健康性」、③「快適性」、④「効率・利便性」と習った覚えがある。これら 4 つの要素を兼ね備えた建築

物が集まらないと、たぶん「安全で快適な街」とはならないのだろう。 

 これ以外にも「商業・市場性」という側面もあるのだろうが、ここでは基本の上記 4 項目について述べる。 

・「安全で快適な街」の「住宅」に求められる要素（十分条件）の例 

「街（都市）」を構成する建築物で数が多いのは、住宅、事務所、商業施設である。 

 以前から最も身近な建築物である「住宅」に興味があった。上記の 4 項目に関して、さらに中項目、小項目に分

けて考えていたので、その一部を説明する。（詳細：http://gama-kaeru.la.coocan.jp/newpage3901.html） 

「安全で快適な街」をつくるためには 100 年または 200 年以上持つ「住宅」とする必要があり、その住宅は以下

の項目を全てクリアする必要があると思っている。 

(1)安全・安心 

a)生命の安全 

 イ）地震対策 

・倒壊しない建物とする 

 まず、建物の構造をしっかりし、家を倒壊させないことが肝要だ。 

・家具等で死なないようにする 

阪神・淡路大地震は早朝の地震であったため、就寝中に家具の下敷きで亡くなった方が多くいた。つまり室内

一般部門　佳作
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（せめて寝室だけでも）には高い家具を置かないことが肝要となる。どうしても置く場合は、家具が倒壊しないよ

うに固定する必要があるが、絶対に倒れない保障はない。押入れの収納方法を見直して、箪笥を置かなくても良い

ような方法の検討が必要であろう。 

・津波、浸水 

 東日本大震災では「津波」の被害が甚大だった。後述する「浸水」でも述べるが、「大水」に耐える建物は、個

人の力（財力）では限界がある。個人でできる対応は水の被害が及ばない所に建てることぐらいだ。例えば、津波

の来ない「高台」や、津波に耐える人工構築物（建物）の上の人工地盤上に建てることが必要だ。 

・建築基準法の限界 

 「新耐震」では大きな地震が来た時、建物が倒壊しない程度に建物の一部が壊れることで、そのエネルギーを吸

収する。 

 今回の熊本大地震では、震度 7 が 2 回発生した。1 回目の震度 7 で倒壊を免れても、一部が壊れていれば、2 回

目の震度 7 には耐えられない。建築基準法は「最低限の基準」と謳ってはいるが、今回、その限界を露呈した。 

 ロ）火災対策 

・裸火を極力避ける 

 対策の第一として、まず火災の原因を住宅内に持ち込まない、つまり住宅の中で「裸火」を扱わないのが一番だ。

裸火としては、開放型ストーブ、煙草、ライター等が考えられる。電気ストーブは裸火ではないが、火災の原因に

なっているので、「裸火相当」として、住宅内の使用は避けるべきだ。 

・トラッキング防止（説明は割愛） 

・延焼防止対策（地震を考えると現状のモルタル程度では不十分） 

 隣家からの延焼を防止する工夫も必要だ。木造であればモルタル等を外壁に塗り、また窓ガラスには金網入りを

使用する等、延焼防止対策が建築基準法で義務付けられているが、実は充分ではない。これらの延焼防止対策は火

災発生から消防車が到着するまでの時間だけ延焼を防止するのが目的であり、「地震」等で広範囲に火災が発生し

た場合、阪神・淡路大震災のように延焼の危険がある。 

・自動火災報知器（説明は割愛） 

ハ）CO（一酸化炭素）中毒対策 

 ある時新聞に「FF 式温風器」で「CO 中毒」が発生し、亡くなった方が出たとあった。原因は機器の内部の送風

チューブの老朽化により亀裂が発生し、さらに給気不足により不完全燃焼が起きて CO が室内に漏れたとのことだ

った。また 2007 年には、「湯沸器」の不完全燃焼で 21 名の死者を出した。 

「高気密化」された住宅の室内で燃焼機器を使用すれば、CO 中毒のリスクが発生する。 

その対策として考えられることは、 

①メンテナンスの充実。年に 1 回程度は機器のメンテナンスをメーカーに出すことが考えられ、不完全燃焼のリ

スクを減らすことはできる。しかし、一時期に多くの機器をメーカーがメンテナンスできるとは思えない。ま

た料金負担が必要になる。かといって素人によるメンテナンスでは危険が伴う。 

②更新頻度を頻繁にする。機器を 5 年程度で新しい機器に買い替えることでメンテナンスをしなくても不完全燃

焼のリスクを減らせる。まだ使える機器を廃棄することは「物を大事にする」「環境共生」に反する。 

③CO中毒のリスクのある機器は使用しない。つまり「室内の空気で燃焼する」だけではなく、「FF（強制給排気）

式」を含めて「室内では一切の燃焼機器を使用しない」。これに尽きると思われる。 

ニ）転落・転倒対策 

・転落（説明は割愛） 

・転倒（説明は割愛） 

・角 （説明は割愛） 

ホ）ヒートショック対策 

 冬期、温かい部屋から寒い部屋（トイレ、脱衣所、浴室等）に移動した時、寒暖差の影響で血圧が大きく変動す

る状態をヒートショックと称す。場合によっては死に至ることもある。年間の死亡人数は、交通事故による死亡人

数を上回ると言われている。 

対策としては、「寒暖差を無くす」または「寒暖差を少なくする」ことが考えられる。つまり具体的には、居間

等の室温を下げたり、トイレ等の室温を上げたりすることになる。 

居間等の室温を下げると、相対湿度が上がるので「インフルエンザ対策」にもなる。 

 トイレ等の室温を上げるために手っ取り早いのは「暖房する」ことだ。しかし、普段人がいない空間を常時暖房

しておくのは、なんとももったいない話しである。トイレや浴室が寒いのは、一般的な間取りが「寒い空間」であ

一般部門　佳作
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る「玄関」に繋がっているからである。「居間」等の「温かい空間」に繋げれば、換気扇で排気するトイレや浴室

には居間の空気が流れ込むので、居間とほぼ同じ室温になる。 

ヘ）熱中症対策 

対策は、体表面（皮膚）からの放熱を促す以下の対応が必要。 

①日陰に入る。

②薄着になる。衣服が断熱材となるので、なるべく薄着でしかも皮膚をなるべく露出する。

③室温を下げる（冷房を行う）。熱が家具や壁、天井、床に蓄熱され、「平均放射温度」が上昇していることが多い

ため、夜間に外気を通風させて籠った昼間の熱を排出させることも効果がある。 

④風を当てる。扇風機等で適度に風を当て、皮膚からの放熱を促進する。

（常時、風に当った状態は「不快」であり、体調を崩すこともあるため、「ビル管法」では、「風速は 0.5m/秒以下」

と規定されている。） 

⑤水を浴びる。水風呂やプールも効果がある。

b）財産の安全 

 イ）防犯対策 

夏期における「開放系住居」を目指せば、当然、夜間でも開口部が開いていなければならない。 

ロ）躯体劣化防止対策 

私が住んでいる集合住宅は「内断熱」のため、「窓部＝熱的な弱点」として「結露することはしょうがない＝わ

ざと結露させる」ことによって、外壁の内部で結露しないようにして、結露しないことを祈っている。内装を剥が

さないと確認できないので、祈ることしかできない。 

ハ）浸水対策 

 「地震対策」でも述べたように、ゲリラ豪雨による「浸水」や「津波」等の「大水」に対応するには、個人の力

（財力）ではどうしようもないのが現状。そういう土地は避ける以外に手はない。「浸水」等の被害が考えられる

土地は、河川・海の近く、昔たんぼや用水池だった土地等。また埋立てから日が浅い埋立地も「液状化」等の被害

が発生しているので、避けた方が良い。昔から、多くの人が住んでいる土地であれば安心。 

ニ）竜巻・突風対策 

竜巻や突風の際は、強固な建物の中に避難することになる。 

項目的には一つ前に該当するが、「生命の安全」に確実に備えるには、前述したように、木造の住宅では避難用

に「地下室」が必要（木造の家屋では倒壊して押しつぶされることもある）。 

 「財産の安全」を考えると、鉄筋コンクリートの住宅とし、開口部（窓）には、雨戸やシャッターを備え付ける

対策が必要だ。鉄筋コンクリートの住宅であれば、地下室は必要ないかもしれない。 

 因みに「浸水」の危険がある場合、「地下室」はかえって被害を大きくする可能性がある。また「浸水」するよ

うな土地は、河川や湖沼の近く等、周囲より低い土地のため、その場合、地下水位は高いことが多い。地震の際、

液状化で「建物が浮き上がる」ことも考えられる。 

c）プライバシー（心の安全） 

イ）外の対策（説明は割愛） 

 ロ）内の対策（説明は割愛） 

(2)衛生・健康 

a）空気質 

イ）シックハウス対策 

 建材は原因化学物質の含有量により 4 段階に区分されているが、最上位の「☆☆☆☆」でも「含有量 0」ではな

い。「含有量 0」とするためには、昔からの自然材料・工法等にする必要がある。 

1 年中「密閉系」（家を締め切った状態）としたい人がシックハウス対応を行う場合は、使用する建材は全て最

上位のものとして、さらに換気も 24 時間 365 日の対応が必要。 

 そもそも建材に含まれている化学物質は、大量に含まれている訳ではない。しかも「揮発性」であるため、年月

が経てば自然と無くなる。したがって、中古の住宅を購入するという手もある。また、ひと夏の間、窓を開け放し

ておけば相当量が飛んでしまい、問題ないという意見もある（揮発性物質過敏症は、人により揮発性物質に反応す

る濃度が異なるので、一概に大丈夫とは言えない）。 

 建材に関係する「住宅の性能が低い」ので、その低い性能を「換気」で補うことで、暖房負荷や加湿負荷を含め

て、余分なエネルギーが必要になってしまっている。 

ロ）インフルエンザ対策 

一般部門　佳作



MH 

4 

 「建築としての住宅」で考えられる対策は、「湿度の維持」となる。「ビル管法」では居室の湿度を 40%～70%と

規定しているが、下限の「40%」はインフルエンザ対策からきているとのこと。 

 したがって、室内の湿度を 40%以上に保つことが有効であり、通常は対策の筆頭に「加湿」が来る。インフルエ

ンザ対策だけを考えた場合はそれで良いのだが、総合的に判断した場合、以下の対応策が良いと思っている。 

①室温を 20℃とする。（室温を下げると相対湿度が上がる。）

②換気を止める。（外気は乾燥しているので、乾燥した外気の導入は極力、控える。）

※ただし、開放型ストーブは使用しない。夏期は「開放系住居」として窓を開け放しておく。この二つの対応をし

ていて、初めて「換気を止められる」ので、相互関係を理解しない人はくれぐれも「換気を止めない」こと。 

ハ）カビ対策 

 インフルエンザの予防等のため、過剰に「加湿」する人が多いようだ。日本のように「暖房後進国」でしかも

「個室暖房」を行っていると、暖房していない部屋で大量に結露して、カビが発生し、健康被害へ発展する可能性

が高い。そのため、暖房をしていない部屋で「除湿機」を運転する人もいるようだが、メーカーに踊らされている

ようだ。「住宅の性能が低い」とその低い分を補填する（余分な）エネルギーを使用することになる。 

①過剰な「加湿」は避ける。

②内断熱の建物では、熱的に弱い部分（ガラス等）を意図的に残し、そこに結露させ、こまめに拭取る。

③または内断熱の建物では、家じゅうを温かく保ち、熱的に弱い部分を造らない。

ニ）花粉対策 

薬に頼らず花粉に対応したい場合で、「建築としての住宅」が対応できるのは、以下となる。 

①窓を開けない。（杉は暖房期の後半に該当。ブタクサは冷房の後半に該当するので、その期間も開けない）

②給気口にフィルター設置

③身体に着いた花粉を払い落とし、その花粉を除去する空気清浄器（または掃除機）を玄関に設置（玄関でコート

を脱ぎ、コート収納は玄関に設置する必要がある） 

「杉」への対応は、冬期の暖房期間と重なるので、上記の対応はやりやすいと思われる。 

b）水質 

東京都水道局の水を使用している限り、「水質」に問題はない。 

c）衛生動物 

イ）ハエ・カ・ゴキブリ・ネズミ対策 

 ハエ、カ、ゴキブリやネズミ等を「衛生動物」と呼ぶ。住宅には、いて欲しくない動物たちだ。 

(3)快適 

a）バリアフリー 

段差はできる限り設けないようにする。カーペットは敷かない方が良いようだ。扉の下はフラットにする。 

 段差を設ける場合は中途半端な段差としないで、必ず手摺を設置する。 

b）団欒 

 家族が集まる空間（居間）は、家族の導線の交差点に設けたい。戸建て住宅では、間違っても階段を玄関に設け

ないようにする必要がある。子どもが「下宿人化」してしまう。 

2 階への階段は、居間に設けるのが良い。さらに居間に吹抜けを設け、2 階と居間を一体化するのが良い。 

その場合、夏期の「開放系」とは相性が良い。人が集まっても熱くなった空気は上に昇り、そのまま排気できれ

ば、凪の時でも外気を呼び込める。冬期は、暖房に工夫が必要となる。エアコンでは暖かい空気は上に昇り、冷た

い空気が足元部分に降りてきて、暖房の用を成さない場合が多い。床暖房またはヨーロッパで見かける温水等によ

る放射暖房（別称：輻射暖房、床暖房も放射暖房）とする必要がある。 

c）暑さ、寒さ 

イ）寒さ対策 

人間が寒さを感じるのは下半身、特に足。普通、寒ければ 1 枚重ねて着るが、手足の先は温め難い。 

家の中で寒い場所は、玄関と玄関に繋がる空間であることは他でも説明した。また居間等の居室の中で比較的寒

いポイントは、外壁や窓付近となる。複層の窓ガラスでなければ熱的には最も弱い部分となる。ガラスの表面は外

気の影響で冷たくなっているので、ガラスの表面に接する空気は冷やされて重くなり、ガラスとカーテンの間に冷

たい空気が溜まり、一部または相当量の冷たい空気は、カーテンの下部等から漏れ出してくる。これを「コール

ド・ドラフト」と言う。この冷たい空気の流れが「じっとしている足元」を襲うといくら室内の温度を高くしても

寒く感じてしまう。足元が寒いからエアコンの設定温度を上げるが、足元が寒いままであるため、また設定温度を

上げる、・・・いつしか頭の方だけはボンヤリするくらい暖かいのに、足元だけは寒い状態のままになる。 
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コールド・ドラフトを防ぐには、 

①窓を複層ガラスにするのが効果的だが、内断熱の建物にはお勧めしない。

②カーテンと窓の間への空気の流入・流出を防止する。必ず防げるものではない。

③足元にホット・カーペットを敷く。足元が寒くなくなるので、効果的である。

ロ）暑さ対策

東京の夏は暑く、赤道直下の国々の人も「東京の方が暑い」と口を揃えるようだ。

暑さの原因として取り上げられるのが「湿気」だが、もうひとつ、「放射温度」を上げる。例えば JR の駅で階段

を上ってホームに出た途端、日射も無いのに「ムッと暑い」と感じたことは無いか？スレートの屋根は日射を受け

ると 50℃～60℃以上にもなっているので、原因はその面からの熱放射である。遠赤外線とか輻射と言われること

もある。目には見えない波長だが、肌では「暑さ」として感じる（冬には「温かさ」として感じる）。 

 コンクリートやアスファルト、タイルを貼った壁、石貼りの建物・・・。これらの素材に日射が当ると、日射の

エネルギーを吸収し、再放射する。それらの素材は「熱容量が大きい」（熱しにくく、冷めくい）ため、長時間（8

～12 時間）に亘り、放射し続ける。これらが「熱帯夜」の最大の原因でもある。 

 したがって、日陰に入ったつもりでも、目に見えない熱放射を浴びている。日が落ちても建物や道路からは熱放

射が出続けている。暑い訳だ。 

 内断熱の建物では、昼間に太陽からの日射をその建物の外壁が受けると、表面温度は 50℃～60℃になり、建物

のコンクリート全体も次第にその温度になる（太陽エネルギーの蓄熱）。夜になってからその溜まったエネルギー

を建物の内外に放出してくるので、室内は太陽が落ちても暑い状態が続く。外に出て風は涼しいのに、室内が暑い

のはこのためだ。日が落ちると普通、外気温は 30℃を下回るので、窓を全開にして、室内に出てくる熱を風の力

で外に追い出すことが経済的だ。ただし、建物からの放熱は明方近くまで続くので、夜中、窓を開け放しておくこ

とは難しいかもしれない。寝るまでは窓を開け放し、寝る時は防犯上、プライバシー上、雨の吹込み対策上、2～

3cm 程度開けておけば風は通る。しかし、これは風上、風下共に窓が開いていることが前提。風には入口と出口が

必要なのだ。部屋の 1 か所の窓を開けただけでは、ほとんど通風しない。したがって、部屋のドアも全て開け放し

ておく必要があり、内のプライバシーはほとんどなくなる。「高窓」「欄間」が有効。 

 ここまで述べた「暑さ対策」は主に夜の対策。35℃以上になるような日中には無力である。当然、エアコンを稼

働して、窓を締切り、カーテンを下し、室内を暗くしてじっと耐えるしか、現状では対策がない。 

 今の住宅系の建物は、「快適性」を考慮した「暑さ対策」に配慮していない。例えば、夏の日差しを避けるには

深い庇が必要だが、明るい居間が欲しいとの理由で、庇そのものが設けられない住宅もある。「暑さ対策」の「住

宅の性能が低い」ので、暑ければエアコンで対応し、その分、余分なエネルギーが必要なのだ。先人が工夫した

「夏を主（むね）とした建築」は忘れ去られたようだ。 

 昔の鳩山邸（現 鳩山会館：東京都文京区）では室内や廊下に「氷柱」が置かれたと聞く。氷からの冷放射と除

湿効果で、そこそこ涼しかったのではないか。 

 熱容量の大きいコンクリートを「外断熱」と組み合わせて利用することで、氷柱とまでは行かないが、ある程度

の室内の放射環境を向上することは可能である。夜間の外気温（熱帯夜でも 30℃以下には低下する）を「躯体蓄

熱」し、その温度の効果を昼間に利用することで放射環境の向上を図る。つまり夜気を利用した「暑さ対策」性能

が高い住宅が望まれる。 

d）機能維持 

イ）停電対策 

 住宅の平均的な 1 日の電力量は、およそ 10～12kWh と言われている。冷暖房等のエアコンの使用は含まない時

期の値だ。（わが家は 6kWh/日という月もある）。日産のリーフは 24kWh のリチウムイオン電池を搭載し、「一般家

庭の 2 日分」と言っているのはそういう理由だ。 

 この程度の容量のリチウムイオン電池は数百万円（リチウムイオン電池を単体で購入するよりも、実はリーフを

購入した方が断然お得）。太陽電池と蓄電池を組合せて家庭で使用した場合、使用頻度にも依るが 10年～15年使用

できたとしてもとても元が取れる値段ではない。また使用期間（10 年～15 年）中には「停電」は起らないかもし

れない。停電対策を個人の住宅で行うには、まだまだ難しい状況だ。 

ロ）断水対策 

停電が起こると、その範囲にもよるが普通は断水も生じる。それは給水所のポンプが稼働できなくなるからだ。

また、地震により給水管が損傷することで発生するが、水道局は順次、耐震性の高い給水管に更新している。 

 水の使用箇所を整理すると、 

・台 所：飲料、煮炊き、食器洗浄  ・洗面所：洗面、手洗い、うがい、洗濯 
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・浴 室：風呂、シャワー   ・トイレ：便器洗浄、手洗い ・その他：植物への灌水 

 台所では、「飲料」「煮炊き」はペットボトルによる対応が可能で、ペットボトルの備蓄は進んでいる（のど元過

ぎてきたので、そろそろ危ないかもしれない）。食器洗浄もペットボトルで対応することになるのだろう。 

 洗面所での利用は、我慢するか、ウェットティッシュでの対応。浴室での利用は、我慢することになるであろう。

トイレは我慢できないので、洗浄水

の確保が重要。そのため、風呂に常

時水を張っておく対応が考えられ

る。植物等への灌水は我慢すること

になるのであろう。 

ハ）その他の対策 

家庭用のガスは、地震が発生する

とマイコンメータが自動的に遮断す

る。地震の規模が小さい場合は、マ

イコンメータのボタンで解除が可能

だが、規模が大きい場合は家庭用の

ガスは供給停止となる。その場合

は、カセット・コンロ等で対応す

る。 

地域によっては、3.11 の時に「液

状化」が発生し、下水管が浮き上が

り、使用できなくなった。配管さえ

正常であれば下水を流すことはでき

るのだが、下水管が使用できなくな

った場合、個人での対応は困難。非

常用トイレを用意しておいても、下

水管の復旧には数カ月は必要である

ため、別の地域へ非難するしか方法

は無いと思われる。浦安等の団地で

は、市等が仮設トイレを設置したよ

うだが、トイレに行くのに1階まで下

りて建物の外に出る必要があったと

のことで、寒い中、夜中にトイレに

は行きたくなかっただろう。 

(4)効率・利便 

 「効率・利便」について、「水」と

「エネルギー」に関する項目をまとめた。表を参照。 

  3 段階の検討が必要。①まず、負荷削減の努力。②次に、他で代替できないか検討。③最後に、高効率（節水）

機器を使用。 

b）省エネルギー 

イ） 熱負荷を削減する対策 

 表に示したように、省エネルギーの方策はいろいろ存在する。ただし、窓を小さくすれば確かに「熱負荷」は

「暖房」「冷房」共に削減可能だが、熱帯地方で「窓が小さい住宅」を見たことがあるだろうか？（乾燥した砂漠

地方の窓は小さい）。減るのはあくまで「熱負荷計算上」のこと。物差しを間違えると実際の生活とのギャップが

開いてしまう。 

家の近所の住宅が無くなると、その跡に 2～5 件の「庭無し 3 階建て住宅」が建つ状況である。また超高層の集

合住宅が東京湾の近くに林立している。住宅の外表面積は確実に増えているようだ。住宅の外表面の「断熱」性能

だけ規定しても、外表面の面積が増えれば元の木阿弥だ。逆に熱負荷は増加しているかもしれない。まさに「木を

見て、森を見ず」の状況ではないか。 

 「建物の外表面積を減らす方策」が必要。つまり、超高層のような塔状の形態を止めたり、戸建て住宅を連結し

たりしてテラスハウスのような形状にすることが必要だ。その分の暖房負荷は確実に減少する。これは技術計算か

①負荷の削減 ②自然等の利用 ③高効率機器等の使用

無洗米の利用

こまめな水栓の開閉

元栓を利用して水量を絞る 節水コマ

こまめな水栓の開閉

溜め洗い

溜め洗い 雨水の利用 ドラム式洗濯機

溜め濯ぎ 風呂の残り湯 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式乾燥機

トイレ ------- 雨水の利用 節水便器

適量散水 雨水の利用 地中潅水

------- 米のとぎ汁の利用 -------

ｼｬﾜｰ こまめな水栓の開閉 ------- 節水ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ

設定温度 太陽熱温水器 高効率給湯機

------- [排熱の利用] -------

外壁、屋根の十分な断熱 日射を積極的に取込む 高効率ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴｱｺﾝ)

窓（開口）を小さく　⇔ （大きな窓） 放射暖房の有効利用

ｻｯｼの二重、三重化 [排熱の利用]

窓に厚手のｶｰﾃﾝ

厚着をする

暖房範囲を限定

設定室温の見直し

換気量を減らす（停止）

適度に動く（運動する）

深い庇（日射遮蔽） 通風の工夫 扇風機の活用

開放的な間取り （大きな窓、欄間、高窓等）

薄着

安静にする（じっとしている）

（窓を小さく） 高効率ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴｱｺﾝ)

（窓ｻｯｼの二重、三重化）

（外壁、屋根の十分な断熱）

全般 待機電力の削減 太陽電池（＋蓄電池） -------

明るすぎない器具選定 外光利用（大きな窓） LED照明器具等

手元（読書）灯の活用 ｲﾝﾊﾞｰﾀ器具等

こまめにｽｲｯﾁON/OFF -------

開閉を少なく

詰込みすぎない

水

台所

洗面所

洗濯

散水

暖
房

冷
房

電
気

-------

-------

-------

-------

積極的に冷房する（部屋を閉めきる）場合に必要

-------

なるべく冷房しない場合に必要

-------

-------

照明

冷蔵庫

密閉系
住居

開放系
住居

密閉系
住居

-------
-------

------- -------

-------
-------

給湯

一般部門　佳作
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ら導かれるのだが、技術論だけでは進展しない。法律の整備等の政治的な関与が重要。 

 また、住宅では給湯のエネルギー消費量が最も多いのだが、給湯の温度レベルは低いので、発電所の排熱やごみ

焼却場の排熱で十分間に合う。しかし現状ではほとんど利用されていない。 

◆地域資産（個人資産 ⇔ 社会資産）という考え方 

 これまでの説明で、「個人の力で対応は困難」とした項目がある。「津波・浸水対策」「非常時の蓄電池」「下水管

の損傷」だ。 

 「安全で快適な街」として、それらの項目に対応するとどうなるか。以下に 1 つの例を示す。あくまでも「技術

的」なアプローチである。 

 3.11 で津波被害を受けた地域では、平地を避け、山腹の高台に住宅を移した例がある。ひとつの解決策である。

前述のように、「大水」の影響を受ける地域は避けなければならない。 

その「避け方」として、このように「平面的」に避ける方法と、技術的には「垂直的」に避ける方法がある。 

 津波の被害を受けた地域の映像は衝撃的であった。何も残っていなかった。ただ、ところどころに構築物らしき

ものが残っていたが、それらは全て RC であったと記憶している。ただし、外装や内装は全て波にはぎとられ、構

造躯体のみの痛ましい状況ではあった。 

それを見て、RC であれば根こそぎ波に持っていかれることは無いのだと思った。 

津波の被害が予想される地域でも、事務所や倉庫は海に近い場所に建てる必要がある。 

津波の高さの想定があれば、その高さの建物を造り（例えば 20mであれば 5～6階建てか）、その上部に「人工地

盤」を構築し、「住宅」を建てる。 

 街区（敷地）いっぱいに建て（建蔽率 100%）、隣り合う建物同士の「人工地盤」高さを揃え、「人工地盤」同士

で行き来できるように「橋」を架ける（その「橋」はもしもの時は「浮く」必要があるかもしれない）。 

・津波発生時 

 建物内の就業者や建物の周りにいる人は、その「人工地盤」上に避難する。想定を超えるような津波であれば、

「橋」を利用して山の方に避難する。地上を非難するよりは安全であろう。建物は、一種の防波堤となるかもしれ

ない。 

・通常時 

 「人工地盤」上の住宅を何階建てにするかは、その土地の事情で変わるだろうが、5 階建てとなった場合でも、

下階とはエレベータは分ける。下階からのエレベータ・ホールにオートロックを設けると、「人工地盤」上は子供

にとって防犯上も安全な空間となる。 

 下階の冷蔵・冷凍施設や業務施設の冷房「排熱」は、住宅の「給湯」に利用が可能であり、炭酸ガス排出量の抑

制にも寄与できる。 

 住宅や下階の業務施設からの排水は、街区ごとにある程度の処理を施し、建物内の中水や灌水に利用することで

節水が可能となる。それは広域下水処理施設の助けとなるとともに、除去が難しい窒素やリン等の海域の富栄養化

（赤潮）を招く成分は、「人工地盤」の植物の栄養となる。 

・その他メリット 

 山腹の高台に住宅をつくった場合、そこへのインフラが必要である。電気、上水道、下水道、道路、郵便・宅配

等々。住宅は平日の夜または休日にピークが発生するが、業務施設は平日の昼間にピークが発生する。そのため、

「垂直的」な場合、インフラ投資を大幅に削減可能となる。「コンパクト・シティ」の実現である。 

 「街区」を一つの建物と考え、その一つの建物ごとに「蓄電池」を設置し、住宅の屋根に設置した「太陽電池」

を制御する。平日の昼間は住宅の電力負荷はほとんど無いので、下階の業務施設で利用する。休日の昼間は住宅で

利用する。将来、エネルギー・マネージメント・システムが構築された場合でも、一つ一つの住宅を制御するより

も、街区ごとを制御する方がはるかに易しい。 

 もしも停電が生じた場合、最低でも、各住宅で 1 回路 20A 程度が確保できれば、充電状態にもよるが、夜間でも

札幌のように真っ暗となることは無いし、真夏でも冷蔵庫程度は稼働できる。エレベータは稼働させるので、上下

移動に不便はない。 

 もしも断水が生じた場合、中水を供給していれば、トイレ洗浄水としてある程度の対応が可能となる。エレベー

タが稼働しているとはいえ、大量の重い水を運ぶ必要は無い。 

 専用の防災設備を構築した場合、その維持・管理が問題となる。これまで述べた提案は、非常時と通常時でなん

ら変わることは無い運用となる。維持・管理は業務施設として行うことで、住宅への負担は一切ない。街区ごとに

同じ設備を設置すれば、さらに維持・管理は集約可能となる。 
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