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災害に強い学校づくり・連動企画

避難所における災害配慮トイレ「レジリエンストイレ」
─ いつもと同じみんなのトイレ ─

はじめに

　2018年『今年の漢字』で「災」の
字が選ばれたように、ここ数年、これ
までにないような自然災害が起こり、
その被害が急増しています。活動期に
入ったといわれている地震をはじめ、
温暖化の影響で局所化、極端化する台
風や豪雨などによるさまざまな災害が
発生する数も規模も、大きくなってき
ています。
　災害発生の場合、守るべき最優先は
命ですが、そのあと向かう先は避難所
です。多くの自治体では、学校の体育
館や公民館が避難所に指定されてお
り、災害報道のたびに、避難所がクロ
ーズアップされるようになりました。
災害被害の拡大により、避難所での生
活も長期化する場合もあります。

避難所におけるトイレ問題

　避難所の生活では、何もかもがいつ
もとかけ離れたものとなり、ストレス
がたまりがちです。ストレスの蓄積は、

最悪の場合、死にもつながります。東
日本大震災では震災関連死の約３割
が、避難所での生活の肉体的・精神的
な疲労を原因としていました（東日本
大震災における震災関連死に関する報
告、復興庁、平成24年８月21日）。
　避難所で問題となった施設・設備を
見ると、トイレに関することが上位で
す［図１］。避難所におけるトイレの
課題は、第一は衛生面です。断水で水
が流せなくなると、詰まった状態でも
無理やり使用する状況
も出てきます。汚いト
イレを敬遠して排泄を
我慢し、水分の摂取を
控えることなどによる
脱水症や、不衛生な状
態での使用による感染
症の危険があります。
どちらも、病気や死亡
へのリスクを高めるこ
とになります。また、
学校が避難所になるこ
とにより、初期段階で
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［図１］

株式会社LIXIL

は教職員の方が、避難所運営に従事さ
れることもあり、その対応も課題で
す。

レジリエンストイレ開発の経緯

　東日本大震災をきっかけに、トイレ
メーカーであるLIXILは、災害時にも
ストレスなく使用できるトイレの開発
を始めました。開発にあたっては、ま
ず、災害時にトイレに求められること
は何か、という原点から考えました。
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そこで、災害時のトイレについて、自
治体などの避難所を開設される方が想
定している課題を確認しました。洗浄
水をどうやって確保するか、汚物や汚
水の処理や清掃、トイレの設置や撤去
など、おもにハード面の運用が上げら
れます。一方で、実際にそこで避難し
生活することになった方の課題を確認
しますと、衛生面はもちろんのこと、
使い勝手や、安全性などが目立ちまし
た。高齢者や車椅子利用者など要配慮
の方や、小さなお子さんや女性など、
誰でも安心して使えるトイレであるこ
とが大切です。
　レジリエンストイレの開発は、従来
の災害用トイレを快適に使えるように
改善して「いつものトイレ」に近づけ
るのではなく、「いつものトイレ」を
災害時に断水しても使えるようにする
という逆転の発想から生まれました
［図２］。災害時でも、普段と同じよう
に無理なく安心して使えるトイレで
す。

レジリエンストイレの特長

　レジリエンストイレの最大の特長
は、「いつものトイレ」を災害時にも
そのまま使用できることです。水道や
電気などのライフラインが止まり、断
水しても、いつものトイレの機能もそ
のままに快適に使用できます。
　レジリエンストイレは通常使用時は
５Ｌの水で洗浄しますが、断水した時

には、タンク内部のリングを抜くだけ
で１Ｌモードに切り替わり、水洗トイ
レとして衛生的に汚物を排出できます
［図３］。学校でトイレ用に５Ｌの水を
確保する場合、プール等から大量の水
を運ぶ必要があり、管理者、使用者双
方に負担がかかります。１Ｌであれば、
500ＭＬのペットボトル２本分であり、
多くの人が簡単に持ち運べます。
　１Ｌの洗浄水量を実現するため、レ
ジリエンストイレではLIXILが開発し
た「強制開閉弁」を採用しています。
洗浄ハンドルと連動した便器鉢内部の
弁を、強制的に開閉することで、重力
と１Ｌの洗浄水で、汚物を排出しま
す。バネの力で開閉弁を制御してお
り、防虫・防臭機能もあります。平常
時には水洗トイレとして使用する一

方、水道や電気のライフラインが止ま
っても稼動できる画期的なシステムで
す［図４］。
　給水は、便器の鉢に直接入れる方法
と、あらかじめタンクに入れておく方
法があり、状況に応じて、使い分ける
ことができます［図５］。通常のトイ
レと同じように使用できる工夫も、大
きな特長です。一般的な家庭用の洋風
便器と同様のデザインで、さらに車椅

［図２］

［図４］

［図５］

［図３］
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子での使用を想定して、便器の前に傾
斜をつけ、近づきやすくしました［図
６］。避難所のトイレは、使用する人
数も多いため、掃除のしやすさにも配
慮しています。便器のフチをなくした
「フチレス」に加えて、サイドカバー
によって凹凸のない形状のため、拭き
掃除も簡単です。もちろん抗菌仕様で
す［図７］。
　通常便器の外に排出した汚物は洗浄
水によって下水道まで搬送されます。
しかし、平常時の５Ｌと異なり、洗浄
水１Ｌでは搬送する力がありません。
そのためレジリエンストイレは災害の
断水時のみ、便器の外に排出した汚物
を下水道まで搬送する手助けが必要で
す。
　LIXILでは、配管を市販品で構成で
きる「手動給水方式」または「汚水循
環方式」、いずれかの配管設計をおす
すめしています［図８］。
　①手動給水方式：
　　 　最上流側のレジリエンストイレ
もしくは掃除用の流しから、1時間
ごとにバケツ3杯程度の搬送水を
流すことで汚物を下水道まで搬送
する方式です。バケツによる投入
のための人手が必要になります。

　②汚水循環方式：
　　 　レジリエンストイレから排出し
た汚水を循環させて汚物を下水道
まで搬送する方式です。あらかじ
め汚水用の循環槽・ポンプ・循環
配管を設置する必要があります。

停電の場合に備え、ポンプを稼働
するための予備電源も必要です。

災害時のトイレのあるべき姿

　大きな活躍が期待できるレジリエン
ストイレですが、これだけで避難所の
トイレ課題を解決できるわけではあり
ません。通常使用を考慮すると建物内
に設置できる台数にも限りがありま
す。車椅子の方や高齢者、夜間の女性
の利用などの質的ニーズへの対応はレ
ジリエンストイレで、量的ニーズへの
対応はこれまでの仮設トイレなどの災

害用トイレで、といった使い分けが大
切になってくるでしょう［図９］。
　災害関連死ゼロに向けてLIXILが開
発した「レジリエンストイレ」で、災
害時でも「いつもと同じように、誰で
もみんなが、使うことのできるトイ
レ」を実現します。
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連絡先
商品についての技術的なお問い合わせはお客様相
談センターまで
受付時間：平日 9：00～ 18：00
　　　　　  土・日・祝 9：00～ 17：00（ゴールデンウ

ィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）
TEL：0570-017-173
FAX：0570-017-178


