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はじめに 

 

本「BEMS衛生計測評価手法小委員会」は、親委員会であるビル管理システム委員会の起案により平成

18年 4月から平成 20年 9月までの間,BEMS（Building and Energy Management System）における 

る給排水衛生設備を対象に計測評価手法をより深く検討するため設置された小委員会である。 

環境時代といわれている今日、給排水衛生設備分野においても環境負荷低減・環境型経済システムの

早期構築が問われ、かつ、その責務遂行が重視されている。近年、事務所建物には、超節水型大便器（洗

浄水 6L/回）の実用化に伴う採用事例と空気調和設備の加湿方式には、加湿エレメント組込方式の採用

事例や天井埋込加湿ユニットの併用による水加湿方式の採用事例が多く見られるようになってきた。ま

た、男女比の変化や業務形態の変化も見られるようになり、これらの状況から、給排水衛生設備・空気

調和設備の水使用量の実情把握とその用途割合を明確にすることによって、より精度の高い設備の運転

管理を実現する必要が発生してきた。そこでビル管理システム委員会の「BEMS衛生評価手法小委員会」

では、単なる省エネルギーだけでなく、省資源、環境負荷低減の視点からも役立つ給排水衛生設備 BEMS

のあり方について研究・検討し、早急に「BEMS計測評価手法小委員会」の成果報告書を踏まえた「BEMS

給排水衛生設備ガイドライン」の整備を行う必要があった。 

過去に、給排水衛生設備 BEMS に関しては、(社)空気調和・衛生工学会より「給水・給湯設備の計測

システム指針（改訂版）平成 3年 6月」が発行されたが、関係者の努力も実らず、普及までには至らな

かった。 

そこで、これまで建物における節水の取り組みに関して、空気調和・衛生工学会及び日本建築学会に

おける 1994年から 2003年までの 10年間に発表されている、節水及びトイレリニューアル並びに給水・

給湯負荷、衛生器具使用状況等に関する研究成果について調査を行った（文献 1）～10）参照）。これら

研究の成果からも、大便器･小便器・手洗い器水栓等の節水器具導入による使用水量削減効果は大である

ことが確認できた。これらのデータ及び関連資料を参考として、実務に役立つ「BEMS給排水衛生設備ガ

イドライン」の整備に取り組んだ。 

また、「京都議定書」は地球温暖化の原因となる CO2やメタン、代替フロンなどの温暖化ガスを減らす

ことを目的に 2005年に発効した。日本は 2008年～2012 年の 5年間の平均排出量を 1990年（12億 6100

万トン）比べ 6％削減することが国際公約になっている。しかし、今のままでは 6％という目標を達成す

ることは困難な状況（2007 年 9 月 30 日現在 13 億 6000 万トン、出所：環境省）であり、特に排出量が

増えている事務所（2.38億トン：45％増）や家庭（1.74 億トン：37％増）、運輸部門（2.57億トン：18％

増）で思い切った追加対策が求められていることも周知の事実である。ちなみに産業（4.56億トン：5％

減）では排出量削減に努力が見られる。 

さらに、緊急の状況として、東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保

条例）の改正について」が 2008年 3月に東京都環境審議会より答申され、平成 20年第 2回都議会定例

会議で「環境確保条例の改正」が可決（2008年 6月 25日）された。これにより 2010年 4月から総量削

減の義務化が開始されることから、至急これに対応することも急務となってきたことである。 

このような背景を踏まえ、早急に建物における給排水衛生設備・空気調和設備の水使用量とその用途

割合の明確化を行う対策を検討する必要性から「BEMS給排水衛生設備ガイドライン」の作成を行ったも

のである。 

本「BEMS給排水衛生設備ガイドライン」は、衛生的でかつ水使用の有効利用がはかれ、設備システム

の構築と計測システムの導入を計り省エネルギー、省資源、環境負荷低減の視点からも役立つよう整備

に取り組んだ。本「BEMS 給排水衛生設備ガイドライン」を、是非とも建物所有者（事業主）・設計者・

施工者・維持管理者の方々に活用して頂き、水使用量とその用途割合から建物特性を把握し、環境負荷

削減を目指した建物の適切な運用維持管理計画に反映できるよう活用を願う次第である。 

今後は[BEMS給排水衛生設備ガイドライン]による、データ収集及び解析等を踏まえた、通気管の性能

把握が是非とも必要であると思う次第です。 

なお、本報告書の中で設計例として用いた“数値は、事例の一例を示したものであり、設計手法を示

したものではない”ことをお断りさせていただきます。 
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追伸  

「BEMS 給排水衛生設備ガイドライン（案） 平成 20 年 9 月 30 日 ビル管理システム委員会 BEMS

衛生計測評価手法小委員会」も、委員会成果報告書に併せて報告させていただきます。 

 事由は、委員会成果報告書とは別に、社団法人空気調和・衛生工学会より出版物として、会員の皆様

に広く活用いただけるように、ガイドラインの形態に整えました。 

よろしくお願い申しあげます。 
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