
平成27年（2015年）：晩秋号 平成27年（2015年）：晩秋号平成27年（2015

1

58
晩秋号2015

2015

4

　先日、日本トイレ大賞が発表されました。前号のかわや版でも特集した「おおいたト
イレンナーレ」などが受賞する中、「渋谷区役所前トイレ診断士の厠堂」を含む公衆ト
イレネーミングライツ事業で、渋谷区土木清掃部もトイレ大賞に選ばれました。アメ
ニティネットワークも受賞に関われたことは大変光栄なことです。これからも先進的
な取り組みでトイレ文化の向上に寄与していきたいと思います。（セルベッチオ中嶋）

「トイレ診断から見る公共トイレ／公衆トイレネーミングライツの取り組み」
トイレ診断士１級・日本トイレ協会メンテナンス研究会事務局長　内田康治
●日時：11月27日（金）　13：00～ 14：00　●場所：東京ビックサイト
  聴講は無料。 事前登録が必要です。    http://www.jma.or.jp/toilet/

毎年日本トイレ協会主催で、優れたトイレ建築や文化活動に贈られる「グッドトイレ選奨」。
選奨に選ばれた作品や活動を通してもっとトイレのことを知ってもらうコーナーです。

小さなトイレで大きな感動の空間作り
～トイレってこんな交流もできるんです～

　訪れた人に対するおもてなしの心が感
じられるトイレですね。こういったちょっとし
た感動が旅の思い出になるのかもしれま
せん。山形県に行くときにはぜひ立ち寄っ
てみたいですね。

～グッドトイレ選奨2014から～
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集
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NEXCO東日本グループ鶴岡

　1985年に発足以来、トイレ文化の創出、快適
なトイレ環境の創造を行い、トイレに関する社会
的な課題の改善に大きく寄与してきた非営利の
任意団体。

　11月14日、東洋大学白山キャンパスにて、「世
界に発信する日本のトイレ」をテーマに第31回ト
イレシンポジウムが開催されます。参加は要申し
込み。詳しくは日本トイレ協会ホームページで。

　今年8月、トイレに関するあらゆるテーマを解説した初の総合事典『トイレ
学大事典』が刊行されました。これは今年で設立30周年を迎えた日本トイレ
協会が総力を挙げて編集したもので、建築や人間工学から、観光や教育に
いたるまで、多角的な視座からトイレを「学問」として捕えた初のトイレ総合
事典となっています。 

【著　者】日本トイレ協会
【価　格】12,960円(税込)
【総ページ数】418頁
【判　型】B5判・上製
【出版社】柏書房
【ISBN】978-4-7601-4608-6
【発売日】2015年8月21日

日本トイレ協会

http://www.toilet-kyoukai.jp/

無事
カエル

★お客様が持ち帰った無事カエルは１万匹以上に！

温水洗浄便座の
安全対策

　山形自動車道の櫛引 PA（パーキング
エリア）のトイレは、とても小さなトイレで
すが、３年程前から、高速道路を走行する
お客様の疲れを癒す「小さいけれどホッ
とするトイレ」を目指した活動を開始しま
した。山形県庄内地方を知ってもらうた
めに、観光名所や地元の特産品などを紹
介する装飾や掲示板を設けたり、安全運
転を意識してもらうために、持ち帰ること
ができる「無事カエル」の折り紙を備えた
りしています。この無事カエルは、地域の
障がい者の方々と安全を祈願しながら作

成し、障がい者の方の社会参加の場にも
なっています。
　また、「お客様の声」BOXを備え、いた
だいたお客様の声への返事も掲示して
います。これらの活動に対し、「ここに寄っ
て良かった。また来ます。」「無事カエルか
わいいです。お守りにします。」などのお客
様の声が寄せられています。トイレが触
れ合いの場となり、高速道路を利用する
お客様と地域をつなぐ架け橋となってい
ます。これからもトイレを通して、地域や
訪れる人を元気づけていくことでしょう。

くしひき

第31回トイレシンポジウム開催

クリーンフォーラムにて
トイレ診断士が講演します！

トイレ産業展

温水洗浄便座も電気製品です
　いつも快適な温水で私たちのおしりを洗浄してくれる「温水洗浄
便座」。平成 25 年には温水洗浄便座の普及率は76％にまで達し、
もはや生活必需品となったと言ってもいいでしょう。そんな温水洗
浄便座の事故は年々減ってきてはいるものの、故障や水漏れを放置
したことにより火災や感電といった事故が発生しています。温水洗
浄便座を安全に使用するためにできることを確認してみましょう。

　古い温水洗浄便座の修理対応はいつまで可能なのか気になるところですが、温水洗浄便
座の業界団体の日本レストルーム工業会では製品の製造終了後 6年は必要な部品を保有し
ているとなっています（各メーカーによって異なります）。しかしあまり古い製品は維持す
るのにかえって電気代がかかるということもあります。省エネ性能も年々上がっているこ
とから、製品の使用を始めてから10年を買い替え検討の目安とすると良いでしょう。定期
的な点検で快適な温水洗浄便座ライフを！

参考：日本レストルーム工業会　トイレナビ　http: //www.sanitary-net.com/
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便座のゴム足が外れて
いる。ガタツキがある。 便座が異常に熱いときや

冷たいときがある

便座コードがねじれたり、便座
で挟み込んだりしている。

電源コードが熱くなっている。

電源プラグに埃が溜まったり
発熱変色している。

操作部のシールがめくれたり
ひび割れたりしている。

3

便座にひび割れがある。

製品から水漏れしている。

製品やコンセント部から
火が出ることがあります。

放置すると… メーカー、販売店にご依頼いただくか、
トイレ診断士にお申し付けください。

すぐに電源プラグを抜いて、
止水栓を閉めてください。

応急処置 点検依頼

まずは自分で点検！

異常を見つけたら…

（内部の電気部品が被水）

止水栓
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このコーナーでは、「トイレ文化」
に注目し、トイレに関する興味深い
文献をご紹介致します。

絵解き世界の面白トイレ事情
アジア編

インド　INDIA

インドネシア　INDONESIA

※インド式トイレ　小林克己氏 提供

手指洗いの鉢を見てびっくりしている皆さん

上等な水洗トイレ、でも手指洗いの鉢がおいてある

手を洗う道具三種

インド式トイレ

わずかながらTOILET と読める。GENTS LADIES
も書いてある。

蚊に刺されるのでご用心、ご用心。
　なお近ごろ、インドのクラーク
（CLARKS）グループに属するホテル
では、純白の良質のロールペーパーが
使用されている。しかし、幅は10セ
ンチ位あるが、内径4センチに対して、
外径はわずか7センチばかりで、ペー
パーよりも輪っかの方が大きいロール

ペーパーだ。この国の一般社会では、
未だ高価で贅沢品に属していること
がうかがえる。
【牛糞を薪に利用】
インドの街中では、落ちている牛糞
を拾って素手でまるめ・家の壁とか並
木にまでくっつけ、天日で乾かしてか
ら薪（燃料）の代わりにする。これを運
んでいる牛も見掛ける。下の図でも
分かる通り、拾い集めた人の手型が
付いているのもある。
　公共トイレの中には、壁のすき間か
ら光線が入るから、足元はなんとか
見えるが、ドアを閉めると真っ暗にな

るので、人の足音を気にしながら、ド
アを細めに開けて用足しをせねばな
らないトイレもある。紙がなくとも、
便器の左側に水槽やバケツが用意さ
れているところは良いほうである。
　川に面したところでは、川の上に設
けられた小屋の床穴から数メートルも
下に見える水面に落とす所もあるし、

セラウシェ島の川では、写真のような
筏(いかだ)の上の「トイレット」の看板
の下に、男はGENTS’女はLADIES
と、男女別に分けたトイレも現われ
た。水位の変化に応じて、筏を自由に
移動できる仕組みが面白い。まだこ
のように小屋が付いて男女別になって
いるのはよい方で、竹を渡した筏の上
に直接しゃがんで用を足すところもあ
るし、さまざまである。
　この国ではトイレのことを、「奥ま
った部屋」（kamar beiakang）とか、
「小さな部屋」（kamar keci）という。
　またインドネシアで一番きれいな公
衆トイレはスラバヤ教育大学、それも
日本語学科のトイレの由。
　ジャカルタの住宅密集地では水洗
もあるが、便器はしゃがみ式で、入
口を前にして用を足す。水洗の力が
弱いので直接穴に落とす。相変わら
ず紙は使わないので、日本人にはひ
と苦労だ。
　インドネシアでもこの状況を考え
て、トイレ協会を作るという機運

・
も

ある。
　バリ島のクタにある喫茶店で体験
したことだが、一つはバリ式（マタガ
リ式）、一つは西洋腰掛け式であった。
つまり、日本の公共トイレにも、和
式と西洋式があるというようなもの。

　インドを訪れた日本人は「もう二度
とあんな暑くて不衛生な国には行きた
くない」というグループと、反対に「な
にか日本人の常識とは違う面があって
興味深く、どこでもじっくり旅してみ
たい」と思うグループとに分かれるよ
うである。わたしはどちらかといえば
後者で、幸いにもインドへは、次のよ
うに前後3回も旅行する機会に恵まれ
ている。
●第 1 回 1962 年　慶大インド学術
調査隊長として、カルカッタ・マド
ラス・ボンベイ・ニューデリーなど、
1万キロを走破。

●第2回 1984年　グラムサラに亡命
中のダライラマ14世に面談の用務
を帯びて。

●第 3回 1987 年　日本旅行作家協会
主催のインド親善旅行で、デリーから
南のアグラ・北のスリナガル方面へ。

【びっくりすることが多いインド】
　例えば5ルピーの紙幣なら受け取る
が、2ルピー以下だとそっぽを向く猿
まわしの猿とか、象とラクダのウンチ
が比較できたり、恐ろしくエロチック
ながら明るく陽気な彫刻に目を奪わ
れるヒンズー教の寺院に出会ったり、
あるいはまた、原始的な住居のすぐ
近くに近代的な原子力発電所を見掛
けるとか、ほんとうにインドは北から
南まで、フィルムが何本あっても足り
ない感じ。
　首府・ニューデリーの公衆トイレに、
女性用のトイレができたのはつい近
年のこと。男性用は※右の写真の通り
である。
　郊外でも、立ち寄ったガソリンスタ

ンドのトイレは、水も紙もないが、そ
れでもあれば良い方である。
　グラムサラの集落では、近代化も
進み？、ドアも屋根もないけれど公共
トイレもできている。1万キロもイン
ド国内をドライブしてみると、農村の
人びとは一般に、戸外の畑や草むらの
中で用を足している。女性たちはサリ
ーが汚れるのがいやなのか主として中
腰で、男性はしゃがんで用を足してい

る―男が立ち小便をしているのは珍
しいのだ。
　なお、インドでは紙の代わりに、ぶ
ら下げ易いように針金を付けた缶詰
の空き缶に、水を入れて、自分の左手
の指を利用してお尻の汚れを洗い落
とす。
　だから、インド人たちは右手は食事
用、左手が不浄の手となる。なおイ
ンド人の多くはお尻の肛門付近を左手
の中指を用いて洗うらしいが、詳し
い統
・ ・
計をわたしは知らない。ご存知

の方はご教示を。
　なお、ホテルによっては、この指を
洗うための水を、美しい銀製の容器
に入れて、トイレの中の棚に置いてあ
る場合がある。
　「さすが暑い国だけあって、トイレ
の中にも水が用意されている」と、ニ
ューデリーで開催されたある学会に
出席された日本の一教授が、これを
本当に飲んじゃった、という笑い話も
ある。
　また、マハラジャが宮殿として使っ
ていた改装豪華ホテルでは、トイレと
いえば八畳位の八角形の部屋のまん
中にポツンと便器があった。昔の日
本の殿様のウルシ塗り箱便器が、畳
敷きの10畳位の部屋のまん中にポツ
ンとあったのと、便器の材質・形状こ
そ違え、広さも状況も殆んど同じだ。
　また、蚊の問題もある。若い人が
お尻をまくって、マラリア蚊に咬みつ
かれても免疫力が強いので、罹

り び ょ う

病し
にくいが、四十代では罹病する確率
が高い。
　四～五ツ星ホテルでは安全だが、
一ツ星ホテルなどに泊まるとマラリア


