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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水害対策用の建物であって、
　周方向全周にわたって延在するとともに、水害に対して予め設定された最大水位よりも
高く、且つ水圧や流出物による衝撃に耐え得る耐圧性能を備えた外周防圧壁と、
　前記外周防圧壁の内側に一体に設けられ、前記外周防圧壁の内部空間を、中心部分の内
側内部空間、及び前記外周防圧壁との間の外側内部空間に区画するコア隔壁と、
　前記外周防圧壁の前記内側内部空間内に設けられる複数階層の建物本体とを備え、
　前記外周防圧壁に、外面から外側に突出し前記周方向の全周にわたって延在する波返し
部が設けられ、
　且つ前記建物本体の床スラブを前記コア隔壁及び／又は前記外周防圧壁に剛接合して構
築されていることを特徴とする水害対策用建物。
【請求項２】
　請求項１記載の水害対策用建物において、
　前記波返し部が高さ方向に所定の間隔をあけて複数設けられていることを特徴とする水
害対策用建物。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の水害対策用建物において、
　前記外周防圧壁には、地表面側に、外面から内面に貫通する複数の開口部が形成され、
　前記建物本体の最下部の床スラブが前記外周防圧壁の内側の前記開口部よりも上方に配
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設され、
　前記最下部の床スラブによって前記外周防圧壁の内側内部空間が前記開口部を介して外
部と連通する下方空間と前記最下部の床スラブよりも上方の上方空間とに区画されている
ことを特徴とする水害対策用建物。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の水害対策用建物において、
　前記外周防圧壁は、少なくとも一部の外面が平面視で円弧状に形成されていることを特
徴とする水害対策用建物。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の水害対策用建物において、
　前記建物本体の最上部の床スラブが支持スラブとされ、
　前記支持スラブ上に設けられた免震装置によって前記支持スラブとの上下方向の間に免
震層が形成され、該免震層を介して上部構造建物が前記支持スラブ上に構築されているこ
とを特徴とする水害対策用建物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、津波や河川の氾濫などの水害に対して優れた耐久性を備える水害対策用建物
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、地震時に発生した津波等に対し、安全性を確保するための各種施設として、鉄
筋コンクリート造のビルや、やぐら状に構成した施設を避難施設とすることが提案、実施
されている。また、大規模な津波発生時の沿岸部における緊急避難先として、国などで想
定された最大津波高さよりも高く、高耐震性の鉄筋コンクリート造の中高層ビルを避難用
施設として指定するケースが多くなっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２２１７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上記従来の避難施設は、一時的に避難するためのものであり、想定した津波等
に対して十分に耐え得るように設計されているものではなく、必ずしも津波等に対して安
全性が確認されているものではない。
【０００５】
　このため、一時的に避難するためのものではなく、津波などの水害に対して優れた耐久
性、安全性を備え、水害を受けた場合であっても持続的に使用可能な建物が強く望まれて
いた。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、津波などの水害に対して優れた耐久性（安全性）を備え、
水害を受けた場合であっても持続的に使用可能な水害対策用建物を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達するために、この発明は以下の手段を提供している。
【０００８】
　本発明の水害対策用建物は、水害対策用の建物であって、周方向全周にわたって延在す
るとともに、水害に対して予め設定された最大水位よりも高く、且つ水圧や流出物による
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衝撃に耐え得る耐圧性能を備えた外周防圧壁と、前記外周防圧壁の内側に一体に設けられ
、前記外周防圧壁の内部空間を、中心部分の内側内部空間、及び前記外周防圧壁との間の
外側内部空間に区画するコア隔壁と、前記外周防圧壁の前記内側内部空間内に設けられる
複数階層の建物本体とを備え、前記外周防圧壁に、外面から外側に突出し前記周方向の全
周にわたって延在する波返し部が設けられ、且つ前記建物本体の床スラブを前記コア隔壁
及び／又は前記外周防圧壁に剛接合して構築されていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の水害対策用建物においては、前記波返し部が高さ方向に所定の間隔をあ
けて複数設けられていることが望ましい。
【００１０】
　さらに、本発明の水害対策用建物において、前記外周防圧壁には、地表面側に、外面か
ら内面に貫通する複数の開口部が形成され、前記建物本体の最下部の床スラブが前記外周
防圧壁の内側の前記開口部よりも上方に配設され、前記最下部の床スラブによって前記外
周防圧壁の内側内部空間が前記開口部を介して外部と連通する下方空間と前記最下部の床
スラブよりも上方の上方空間とに区画されていることがより望ましい。
【００１１】
　また、本発明の水害対策用建物において、前記外周防圧壁は、少なくとも一部の外面が
平面視で円弧状に形成されていることがさらに望ましい。
【００１２】
　さらに、本発明の水害対策用建物においては、前記建物本体の最上部の床スラブが支持
スラブとされ、前記支持スラブ上に設けられた免震装置によって前記支持スラブとの上下
方向の間に免震層が形成され、該免震層を介して上部構造建物が前記支持スラブ上に構築
されていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の水害対策用建物においては、外周防圧壁によって建物が全周にわたって囲まれ
ているため、津波や洪水などの水害が発生した際に、外周防圧壁内に水が浸入して建物本
体に浸水あるいは破壊といった被害が生じることを防止できる。
【００１４】
　さらに、このとき、外周防圧壁に加え、コア隔壁、さらに建物本体の床スラブが外周防
圧壁やコア隔壁に剛接合して設けられているため、外周防圧壁が床スラブやコア隔壁によ
って補強されることになり、建物に作用する津波や洪水などに伴って作用する外力に対し
て確実に且つ合理的に抵抗させることが可能になる。これにより、これらコア隔壁や床ス
ラブを耐震要素として期待することが可能になる。
【００１５】
　よって、本発明の水害対策用建物によれば、津波などの水害に対して優れた耐久性（安
全性）を備え、水害を受けた場合であっても持続的に使用可能な信頼性の高い水害対策用
建物を実現することが可能になる。さらに、免震構造を備えることなく、また、ＲＣ造の
みで構築することも可能になり、この場合には、躯体コストの増加を抑え、低コストで信
頼性の高い水害対策用建物を構築することが可能になる。
【００１６】
　また、外周防圧壁に環状の波返し部が設けられていることにより、津波などが発生し、
水害対策用建物に水が押し寄せた際に、この波返し部によって津波などの圧力に効率的に
抵抗することができるとともに、外周防圧壁に衝突して上方に競り上がろうとする水を波
返し部で抑えることができる。
【００１７】
　さらに、波返し部が高さ方向に複数設けられていることにより、水害の発生時に押し寄
せる水の水位、すなわち、津波の規模などが違っても、その水位に応じた位置の波返し部
によって水の競り上がりを効果的に抑えることが可能になる。
【００１８】
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　これにより、津波などの水害の発生時に、外周防圧壁内に水が浸入し、建物本体に浸水
あるいは破壊といった被害が生じることをより確実に防止できる。さらに、水害の発生時
に、外部から建物上部への避難用の外部廊下として波返し部を利用することも可能にある
。よって、水害が発生した際に、建物本体を緊急避難先として使用することもできる。
【００１９】
　また、外周防圧壁の地表面側に開口部が設けられ、建物本体の最下部の床スラブによっ
て下方空間と上部空間に区画されていると、水害の発生時に、水害対策用建物に押し寄せ
た水や瓦礫などの流出物の一部を、開口部から最下部の床スラブよりも下方のピロティー
空間に通し、さらに他の開口部から外部に流通させることができる。これにより、水の流
れに対する抵抗を少なくし、水害対策用建物に押し寄せた水や流出物による外周防圧壁へ
の衝撃を軽減させることができ、外周防圧壁が破損し、外周防圧壁内に水が浸入すること
をより確実に防止することが可能になる。
【００２０】
　さらに、外周防圧壁が例えば平面視略楕円の筒状に形成され、少なくとも一部の外面が
平面視で円弧状に形成されていることによって、水害の発生時に、水害対策用建物に押し
寄せた水の抵抗を受けにくくすることができる。すなわち、水の流れに対する抵抗を少な
くし、水害対策用建物に押し寄せた水や流出物による外周防圧壁への衝撃を軽減させるこ
とができ、外周防圧壁が破損し、外周防圧壁内に水が浸入することをさらに確実に防止す
ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る水害対策用建物が沿岸部に設定されている状態を示す
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る水害対策用建物を示す斜視図である。
【図３】図２のＸ１－Ｘ１線矢視図である。
【図４】図２のＸ２－Ｘ２線矢視図であり、本発明の一実施形態に係る水害対策用建物を
示す断面図である。
【図５】図２のＸ３－Ｘ３線矢視図であり、本発明の一実施形態に係る水害対策用建物を
示す断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る水害対策用建物の変更例を示す斜視図である。
【図７】図６の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図１から図５を参照し、本発明の一実施形態に係る水害対策用建物について説明
する。
【００２３】
　本実施形態の水害対策用建物Ａは、図１に示すように、例えば、沿岸部に設けられ、地
震に伴って津波が発生した場合においても、この津波による水害に対して優れた耐久性（
安全性）を備え、持続的・継続的に使用できるように構築された建物である。また、津波
などの水害が発生した際に緊急避難先として使用可能な建物である。
【００２４】
　具体的に、本実施形態の水害対策用建物Ａは、図１から図５に示すように、周方向全周
にわたって延在して平面視略楕円の筒状に形成された外周防圧壁（少なくとも一部の外面
が平面視で円弧状に形成された外周防圧壁）１と、外周防圧壁１の内部空間Ｐ内に設けら
れたコア隔壁３及び建物本体２とを備えて構成されている。
【００２５】
　外周防圧壁１は、地上に立設されており、津波（あるいは洪水）によって想定される最
大津波高さ（予め設定される最大水位）よりも高い高さ寸法を有し、且つ水圧や瓦礫など
の流出物による衝撃に耐え得る耐圧性能を備えて形成されている。例えば、想定最大津波
高さが１５ｍの場合には、外周防圧壁１の高さ寸法が２０ｍ以上などとして設定される。
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また、本実施形態の外周防圧壁１は、鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）で構築されている。
【００２６】
　ここで、外周防圧壁１の厚さ寸法は、想定される津波により受ける水圧と、津波によっ
て流されてくる瓦礫などの流出物の衝撃とに耐えることができる強度によって決定される
。そのため、厚さ寸法が上下方向Ｔ１で一定である必要はなく、例えば下方に向かうに従
い漸次厚くなるようにして外周防圧壁１が構成されていてもよい。
【００２７】
　さらに、本実施形態の水害対策用建物Ａは、図２、図４及び図５に示すように、楕円形
を呈する外周防圧壁１の内部（内部空間Ｐ）に、外周防圧壁１の長径方向Ｓ１の両端側の
空間（吹抜け空間：外側内部空間Ｐ１）をそれぞれ区画するように短径方向Ｓ２に沿って
、一対のコア隔壁３が下端から上端まで立設されている。
【００２８】
　また、外周防圧壁１とコア隔壁３の間の外側内部空間Ｐ１には、例えば、建物Ａの各階
に相当する位置に外周リブ４が設けられている。各外周リブ４は、ＲＣ造であり、外周防
圧壁１とコア隔壁３の内面にそれぞれ剛接合して水平に配設されている。
【００２９】
　また、一対のコア隔壁３の間の内側内部空間Ｐ２に、例えば、各階に相当する位置に床
スラブ２ａが設けられるとともに梁２ｂや柱２ｃが設けられ、これら床スラブ２ａと梁２
ｂと柱２ｃを備えてなる建物本体２が配設されている。そして、建物本体２の各床スラブ
２ａや梁２ｂ、柱２ｃは、ＲＣ造であり、このうち床スラブ２ａと梁２ｂが一対のコア隔
壁３、外周防圧壁１にそれぞれ剛接合して水平に配設されている。
【００３０】
　ここで、本実施形態では、内側内部空間Ｐ２に配された２階部分の床スラブ２ａによっ
て内側内部空間Ｐ２が上方空間Ｒ１と下方空間Ｒ２とに区画されている。
【００３１】
　また、図１から図５に示すように、外周防圧壁１の下側（本実施形態では１階部分）に
、内側内部空間Ｐ２の下方空間Ｒ２を外部と連通させるように外周防圧壁１の外面から内
面に貫通する複数の開口部５が形成されている。これにより、下方空間Ｒ２は、この開口
部５を通じて外部と連通し、ピロティー空間を形成している。なお、この開口部５、ピロ
ティー空間Ｒ２は、通常時、例えば建物のエントランス、エントランスホールなどとして
利用される。
【００３２】
　そして、上記のように、外周防圧壁１と、一対のコア隔壁３と、外周防圧壁１や一対の
コア隔壁３に剛接合して配設された外周リブ４、床スラブ２ａとを備えてなる本実施形態
の水害対策用建物Ａにおいては、主に、一対のコア隔壁３、且つ床スラブ２ａ（及び外周
リブ４）を耐震要素として期待した耐震構造で構築されている。すなわち、アーチ状の外
周防圧壁１は、床スラブ２ａ、コア隔壁３、外周リブ４によって補強され、建物Ａに作用
する津波などの外力に確実に且つ合理的に抵抗する。
【００３３】
　さらに、本実施形態の水害対策用建物Ａは、外周防圧壁１の外面から外側に突出し周方
向の全周にわたって延在する楕円環状の波返し部６が具備されている。本実施形態におい
て、この波返し部６はＲＣ造で３ｍ程度の幅寸法（突出寸法）をもって形成されている。
また、本実施形態の波返し部６は建物の各階の位置に、上下方向Ｔ１の高さ方向に所定の
間隔をあけて複数配設されている。
【００３４】
　また、外周防圧壁１は、上下に隣り合う波返し部６の間に、外面から内面に貫通して形
成される採光部７が周方向に所定の間隔をあけて複数配設されている。この採光部７には
、外周防圧壁１の内側に外の光を導入するための補強ガラスブロック壁などの光を通す材
料が設けられ、他のコンクリート壁部分と同様に津波などに対する耐圧性能を有している
。採光部７の補強ガラスブロックなどとコンクリート壁部分とは、十分な水密性が確保さ
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れた状態で接合されている。また、適宜、外周防圧壁１に耐圧扉を設けるようにしてもよ
く、この耐圧扉は、津波などが発生した際に水密に閉じることが可能であり、通常時は開
放した状態にすることができる。
【００３５】
　さらに、本実施形態の水害対策用建物Ａは、図２に示すように、最上階位置（最上部）
に設けられた床スラブ２ａによって屋上が形成され、この屋上部分に屋上避難部が設けら
れている。また、一対のコア隔壁３と外周防圧壁１の間の外側内部空間Ｐ１には、各コア
隔壁３に沿って上下方向Ｔ１に延在し建物本体２の上層階に向けて延びる避難階段８とエ
レベータ９が設けられている。例えば、避難階段８は、コア隔壁３毎に２箇所ずつ設けら
れ、エレベータ９は、一方の壁面のみに設けられている。そして、建物の各階毎に避難階
段８に連絡可能な耐水扉が設けられ、また、コア隔壁３には、適宜な箇所に採光窓（図示
省略）が設けられている。
【００３６】
　さらに、本実施形態では、例えば、外周防圧壁１（波返し部６を含む）と床スラブ２ａ
の全表面、あるいは、津波が発生した際に大きな衝撃や水圧を受ける外周防圧壁１や床ス
ラブ２ａの局部（例えば、外周防圧壁１の下側、外周防圧壁１の外面、波返し部６、２階
の床スラブ２ａの下面など）の表面を、補強塗膜で被覆している。
【００３７】
　そして、上記構成からなる本実施形態の水害対策用建物Ａにおいては、まず、所定の耐
圧性能を備えた外周防圧壁１によって建物が全周にわたって囲まれているため、津波など
の水害が発生した際に、外周防圧壁１内に水が浸入して建物に浸水あるいは破壊といった
被害が生じることを防止できる。
【００３８】
　さらに、このとき、外周防圧壁１と、一対のコア隔壁３と、外周防圧壁１や一対のコア
隔壁３に剛接合して床スラブ２ａや外周リブ４が配設されているため、これら一対のコア
隔壁３、且つ床スラブ２ａ（及び外周リブ４）を耐震要素として期待することが可能にな
る。これにより、アーチ状の外周防圧壁１が外周リブ４や床スラブ２ａ、コア隔壁３によ
って補強されることになり、建物に作用する津波などの外力に対して確実に且つ合理的に
抵抗させることが可能になる。
【００３９】
　よって、本実施形態の水害対策用建物Ａによれば、津波などの水害に対して優れた耐久
性（安全性）を備え、水害を受けた場合であっても持続的に使用可能な信頼性の高い水害
対策用建物を実現することが可能になる。さらに、免震構造を備えることなく、また、Ｒ
Ｃ造のみで構築することができるため、躯体コストの増加を抑えることができ。低コスト
で信頼性の高い水害対策用建物を構築することが可能になる。
【００４０】
　また、本実施形態の水害対策用建物Ａにおいては、外周防圧壁１が楕円状であり円弧面
を備えているため、津波の流れに対する抵抗を少なくすることができる。さらに、外周防
圧壁１に環状の波返し部６が設けられているため、津波が発生し、水害対策用建物Ａに水
が押し寄せた際に、この波返し部６によって津波などの圧力に効率的に抵抗することがで
きるとともに、外周防圧壁１に衝突して上方に競り上がろうとする水を波返し部６で抑え
ることができる。
【００４１】
　これにより、津波の発生時に、外周防圧壁１内に水が浸入し、建物に浸水あるいは破壊
といった被害が生じることをより確実に防止できる。さらに、津波の発生時に、外部から
建物上部への避難用の外部廊下として波返し部６を利用することも可能にある。よって、
津波が発生した際に、建物本体２を緊急避難先として使用することもできる。
【００４２】
　また、津波の発生時に、外周防圧壁１内に水が浸入し、建物本体２に浸水あるいは破壊
といった被害が生じることを抑えることができるため、被害を抑えた状態で建物本体２が
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残り、建物本体２のライフライン機能を保持することができる。これにより、津波等によ
って被災した後、周囲のライフラインの復旧に伴って建物本体２の機能を速やかに回復さ
せることができ、被災後に残った建物本体２を拠点として好適に利用し、復興事業等を行
うことも可能になる。
【００４３】
　また、外周防圧壁１の地表面側に開口部５が設けられ、さらに外周防圧壁１の内部に床
スラブ２ａが設けられているため、津波の発生時に、水害対策用建物Ａに押し寄せた水や
瓦礫などの流出物の一部を、開口部５から外周防圧壁１の床スラブ２ａよりも下方のピロ
ティー空間Ｐ２に通し、さらに他の開口部５から外部に流通させることができる。これに
より、水の流れに対する抵抗を少なくし、水害対策用建物Ａに押し寄せた水や流出物によ
る外周防圧壁１への衝撃を軽減させることができ、外周防圧壁１が破損し、外周防圧壁１
内に水が浸入することをより確実に防止することが可能になる。
【００４４】
　さらに、波返し部６が高さ方向に複数設けられていることにより、津波の発生時に押し
寄せる水の水位、すなわち、津波の規模が違っても、その水位に応じた位置の波返し部６
によって水の競り上がりを効果的に抑えることが可能になる。
【００４５】
　また、本実施形態では、外周防圧壁１が平面視略楕円の筒状に形成され、少なくとも一
部の外面が平面視で円弧状に形成されていることによって、津波の発生時に、水害対策用
建物Ａに押し寄せた水の抵抗を受けにくくすることができる。すなわち、水の流れに対す
る抵抗を少なくし、水害対策用建物Ａに押し寄せた水や流出物による外周防圧壁１への衝
撃を軽減させることができ、外周防圧壁１が破損し、外周防圧壁１内に水が浸入すること
をさらに確実に防止することが可能になる。
【００４６】
　以上、本発明による水害対策用建物の一実施形態について説明したが、本発明は上記の
実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である
。
【００４７】
　例えば、本発明の水害対策用建物は、新設であることに制限されず、既設の建物に対し
ても適用可能である。例えば、既設の高層ビル（建物）の周囲に設定される最大水位高さ
および水圧に対応する外周防圧壁等を構築して本発明の水害対策用建物にすることも可能
である。
【００４８】
　また、外周防圧壁１の形状は、平面視で楕円形状であることに限定されることはなく、
津波や洪水時に水圧を受けにくい形状であればよく、例えば円形などであってもかまわな
い。また、建物本体２の床スラブ２ａが外周防圧壁１に直接あるいは間接的に剛接合され
ていれば、特に建物本体２の構成を限定しなくてもよい。
【００４９】
　さらに、本実施形態では、外周防圧壁１の一部分に採光部７を設けているが、この採光
部７の形状、大きさ、位置、部材等の構成は適宜設定することができ、また省略すること
も可能である。例えば、建物本体２の構造、例えば開口窓の位置に合わせて配置すること
ができる。
【００５０】
　また、本実施形態では津波を水害対策用建物Ａの適用対象として説明を行ったが、津波
だけではなく、豪雨に伴う河川などの氾濫による洪水の場合に適用する水害対策用建物と
しても勿論採用可能である。
【００５１】
　さらに、例えば、図６及び図７に示すように、図１から図５に示した水害対策用建物を
商業施設等として使用される下部構造（アーチシェルター部）Ａ１とし、この下部構造Ａ
１の上方に高層住宅等として使用される上部構造Ａ２を上載した形で構築して、水害対策
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Ｃ造の柱や梁を備えて構築され、平面視で内側内部空間Ｐ２内に配されるように構築され
る。さらに、上部構造Ａ２は、積層ゴムなどの免震装置１０を介設して、すなわち、下部
構造Ａ１との間に免震層１１を設けて、下部構造Ａ１上に構築することが好ましい。そし
て、このように構築した水害対策用建物Ａにおいても、図１から図５に示した水害対策用
建物Ａと同様の作用効果を奏功する。
【００５２】
　また、図１から図５に示した水害対策用建物（下部構造Ａ１）単独の場合は、津波など
が襲来した際に建物重量に比べて建物に相対的に大きな浮力が作用するおそれがあるため
、基礎の設計が非常に重要で厳しい条件で行われることになり、結果として建物の規模に
対して基礎構造１２が大きなものになるおそれが高い。
【００５３】
　これに対し、上部構造Ａ２を備えて水害対策用建物Ａを構成した場合には、建物重量が
大きく、地震時の水平力も大きくなるため、結果として、津波などの外力ではなく地震時
の水平力に基づいて基礎構造１２を設計することになり、それに応じた大きな基礎構造１
２が必然的に具備されることになる。逆に言えば、上部構造Ａ２を備えた場合であっても
、下部構造Ａ１単独の場合と同程度の規模の基礎構造１２を備えて構築でき、高層住宅等
として使用される上部構造Ａ２を備え、コスト増を抑えつつ水害対策用建物Ａの機能、付
加価値の増大を図ることが可能になる。
【符号の説明】
【００５４】
１　　　外周防圧壁
２　　　建物本体
２ａ　　床スラブ
２ｂ　　梁
２ｃ　　柱
３　　　コア隔壁
４　　　外周リブ
５　　　開口部
６　　　波返し部
７　　　採光部
８　　　避難階段
９　　　エレベータ
１０　　免震装置
１１　　免震層
Ａ　　　水害対策用建物
Ａ１　　下部構造
Ａ２　　上部構造
Ｐ　　　内部空間
Ｐ１　　外側内部空間
Ｐ２　　内側内部空間
Ｒ１　　上方空間
Ｒ２　　下方空間（ピロティー空間）
Ｔ１　　上下方向
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