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使い勝手を損ねずに、施設全体で

店舗外観

最大３５％の節水が可能！

▲ 設置後

▲ 設置前

必要に応じて便器や水栓の
自動化を節水システムに組み
込むことも可能です。イニシャ
ルコストがかからずに設備機
器のリニューアルができるメリ
ットも。

各水栓には目的に応じた適正水量という
ものがあります。必要以上に流れている水
栓を一つ一つ適正水量に調整し、建物全体
で効率よく節水します。

使用感を損なわない技術
独自のスパイラル形状のスイットバルブ
を先端に取り付けることで水勢を損なわず
に節水できます。また、水が泡沫状に流れる
ため、跳ね返りが少なく衛生的です。

根本取付け型

スィット 先端取付け型

主婦ライター・水仙の 水に流せない

厠 論

狭いからこそ起こるトイレの事故に注意

みなさんは、トイレの中で危
険な目にあったことはあります
か？「狭い個室」という特徴を持
つトイレは、それゆえに事故も多

特集

節水システムで設備機器の
リニューアル

適正水量と節水

第12 回

トイレを語るとき、切っても
切り離せないのが
『水』
。
今回は
『節水』
を
クローズアップしてみました。

い場所でもあります。かくいう私
も数年前に、強烈に痛い経験を
したことがあります。
私が息子（当時 2 歳）と 2 人
きりで家にいたときの話です。息
子がおもちゃに夢中になってい
る間にトイレに入った私は、やっ
と 1 人になれた解放感にしばし
の間ひたっていました。一休みし
て、さぁ〜てそろそろ出ようかと
腰 を 上 げ た そ の 瞬 間 …。「ガ
ンッ」っと、ものすごい勢いで何
かが私にぶつかってきました。あ
まりの痛さに動けない私。ドアの

水仙 美樹

アメニティに約 10 年間勤務したのち、
第二子出産を機に退職。一念発起して、
フリーライターの道へ。現在は主婦＆マ
マの視点から地域やアートなどの情報
を発信中。トイレウォッチも大好き！

外では息子が「ママ〜！」と叫んで
います。息子がトイレのドア（内
開き）を開けたのと同時に私が
立ち上がったため、ドアの角と私
の額が思いっきり衝突したので
す。結果、私の額はパックリと割
れ、流血。その跡は、いまでも額に
うっすらと残っています。
調べてみると、このほかにもト
イレで は い ろ い ろ な 事 故 が 起
こっているようです。トイレの事
故の中でも多いのが、ドアにまつ
わる事故。ドアに指を挟んだり、
内開きのドアの場合は気を失っ

今回よりかわや版の編集を担当することになりましたセルベッチオ中嶋で
す。いざこうして自分の書いたものが全国の皆さんの目に触れるかと思うと
少し緊張しますね。ちなみに セルベッチオ とはイタリア語で 公衆トイレ の
ことですが、もとは サービス を意味する言葉だそうです。名前のとおりサー
ビス満点を目指して行きますので今後ともご愛読よろしくお願いします。
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節水システムスイットは全国の病院、
老人ホーム、工場、スーパーマーケット、
ファミリーレストランなどでご採用いた
だいております。節水についてのご質問
は、担当サービスマンまでお問い合わせ
ください。

て倒れたときに閉じ込められて
しまうなど。また、赤ちゃんが頭
から便器の中に落ちてしまった
り、タンクに置いた芳香剤やトイ
レ用洗剤を口に入れるといった
子どもの事故や、温水洗浄便座
の不具合を放置したまま使った
ことによる発火なども起こって
います。
私のようにイタ〜イ思いをしな
いためにも、トイレではどんな事
故 が 起 こりや す い の か 事 前 に
チェックして、
できる限りの予防策
を講じておくことも必要ですね。

どうして節水しなきゃ
いけないの？

呂や炊事、洗濯といった強豪を抑

渇水などにより一時的に節水

えての第一位。ちょっと意外では

する時を除いて、普段行う節水に

ないですか？それだけトイレでの

は経済的な側面と環境的な側面

節水がポイントになってくるとい

があると言えます。経済的な面は

うことでしょう。

説明するまでもありませんが、水

やみくもに節水は厳禁！

道料金の場合、通常の買い物と

じゃあ早速トイレで節水しなけ

違い、使用量が多いほど単価が高

れば、というあなた！ちょっと待っ

くなる逓増型料金体系を多くの

てください。巷でよく言われてい

自治体が採用しています。そのた

る『大便器のタンクの中にペット

め、水を多く使っている家庭や施

ボトルやレンガを入れる』という

設ほど、節水による経済的効果が

節水方法。これはおすすめできま

高くなると言えるでしょう。

せん。タンク内部の部品の動作を

て い ぞうが た

環境的な側面としては、取水し

阻害して洗浄水が止まらなくなっ

た原水から水道水を製造、
ポンプ

たり、故障や破損の原因にもなり

で各家庭や施設などに送り出し、

ます。
また、やみくもに水を絞るこ

使った水は下水処理をします。こ

とで汚物が流れきらずに便器を

れらのほとんどに電力が使われ

詰まらせることにもなりかねませ

るので、1ｔ水を使うと 220g の

ん。各便器にはメーカーが設定し

CO２を排出するとされています
（厚

た
「適正な水量」
があるのです。

生労働省「水道事業における環

そこでメーカー各社も節水型

境対策の手引書」より）
。
そのため

便器（図-2）の開発に力を入れて

節水はCO2 の削減とも深く関わっ

いて、15 年前は一回の洗浄で約13

ているのです。

リットルも流していたのが、現在

家庭内水使用の第一位
はトイレ！

図-1《家庭内の水使用の内訳》

多い場所はトイレなのです。お風

その他 9％

トイレ 28％

洗濯 16％

炊事 23％

風呂 24％
東京都水道局「一般家庭水使用 目的別実態調査」
（平成18年）

15年前

図-2《トイレ水使用量の削減》
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3.8ℓ

70％も節水！

や勾配などの条件によっては､汚

水栓がツーバルブのものは、ワン

最も節水型のもので3.8リットル。 物を流すための水量が足りずに

タッチで適温に調整できるワン

約 70％も節水されているのです。 詰まりが発生するという事例も

レバーや、使う時だけ水が流れる

東京都水道局の「一般家庭水

なので古いトイレは思い切ってリ

報告されていますので設置には

自動水栓に換えるなどのプチリ

使用目的別実態調査」
（図-1）によ

フォームするというのもひとつの

注意も必要です。現在お使いの

フォームで節水になるものもあり

れば、家庭内で最も水の使用が

方法です。ただし、排水管の長さ

便器がどのくらい水を使用してい

ます。

るのか気になる方はトイレ診断
！
しよう

士までお尋ねください。

漏水をチェック

自分でできる節水方法

水道料金が急に増えた！なんていう経
験はありませんか？そんな時は家のど
こかで漏水しているかもしれません。

では、トイレの節水はできない
のでしょうか？基本的なことです

チェック方法は簡単！
❶ 家中の蛇口を全部閉める。
❷ 水道メーターの蓋を開け、
パイロッ
▲
▲
トマークが回っていないかをチェッ
▲
ク。少しでも回っていたら、
どこかで
漏水している可能性があります。水
道業者に連絡しましょう。
1ℓ 10ℓ
パイロット

まとめ

が、
「大」
「小」
の洗浄レバーがある

トイレの節水は一人ひとりの心

時には使い分ける。音消しのため

がけが大事になってきます。一日

の二度流しはしない。トイレを掃

に何度も行くトイレですから普段

除する際には洗剤を使いすぎて

から節水に気をつけることが地

水を流しすぎたりしない。
など、で

球環境を守ることにもつながって

きることはあるのです。手洗いの

いくんですね。
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