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びっくりPro トイレクリーナー

トイレ診断士芸人の佐藤満春、
中身にこだわる家庭用品で定評のある
株式会社サンコー、そして
株式会社アメニティの３者の共同開発で、
プロが納得のトイレブラシが
ここに完成しました！
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佐藤満春のトイレな話
I LOVE TOILET !
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I LOVE TOILET !

トイレのプロが作ったトイレブラシ

名誉トイレ診断士・佐藤満春です。
この度、株式会社アメニティさん、株
式会社サンコーさんと共にトイレブラシ
を共同開発、発売させていただきました。
早速手にとっていただいた方、買うかど
うか迷っている方、様々いらっしゃるか
と思います。
なぜこんな話になったかご説明しまし
ょう。以前からアメニティさんのトイレ
メンテナンス技術を学ばせていただいて
いる立場から、プロが持っている掃除道
具と、一般家庭で使っている掃除道具は
何が違うんだろう？と、考えていました。
トイレ掃除は誰から習うものでもありま
せん。同時に、掃除道具もなんとなくホ
ームセンターやドラッグストアで「よさ

佐藤 満春（さとう・みつはる）

お笑いコンビどきどきキャンプの片割れ。趣味のトイレ好
きが広がりをみせ、2011年11月電子書籍「佐藤満春
のトイレ公論」を発表。自らもトイレ掃除に参加するな
ど自他共に認めるトイレ好きである。名誉トイレ診断士

そうなもの」を適当に購入して、適当に掃
除する人が多いことに気がついたのです。
トイレ掃除と言うとだいたいみんな硬い
ブラシでゴシゴシすることをイメージしま
す。が、プロはもはやそんなことはしてい
ません。なぜなら、最近のトイレはすごく
ツルツルで且つデリケートであるからです。
汚れは力を入れて落とすものではなく、汚
れや材質に合った薬剤を使えばいいし、物
理的に落とすにしても、できるだけ陶器を
傷めないようにツルツルの陶器と汚れの間
に入り込むほどの柔らかいブラシを使う方
が賢明だとプロは既にそう判断しているわ
けです。ここが一般ユーザーとの一番の温
度差だと思います。
であるなら、プロユースのブラシを一般

11（良い）10（トイレ）ということで、11月10日は「トイレの日」。その
日に行われた「サトミツ＆ザ・トイレッツ」のCD発売記念ライブに行ってま
いりました。お笑い芸人である佐藤満春さんの脇を固める本物のミュージシャ
ンが、いたって大真面目に「トイレ」を歌い上げてる・・・。逆に笑いがこみ
上げてくる、とっても楽しいライブでした。素直に曲が良いので是非皆さんも
聴いてみてください！（セルベッチオ中嶋）
『サトミツ＆ザ・トイレッツ』
ファーストニューシングル「明日トイレに行こう」リリース！

佐藤満春さん率いるトイレバンド『サトミツ＆ザ・トイレッツ』がついにメジャー
デビュー。「明日トイレに行こう」「ノー・トイレ・ノー・ライフ」「KUSOして
みて」の３曲入り。全国のCDショップやネットストアでお求めいただけます。
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2020年 東京オリンピック・パラリンピックに向けて

トイレでできる「おもてなし」

日本に訪れる外国人は年々増加しており、2016年には年間2000万人の大台を突破し
ました。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてさらに多くの外国人観光客の
訪日が予想されています。日本に来た外国人に、
「来てよかった」
と思って帰ってもらいたい。
おもてなしの心を表現するトイレはどのようなトイレなのか、一緒に考えていきましょう。

ブラシが
浮いて
水切り
簡単な
ケース付！

ケース収納時
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特集

こだわりのカタチ

※ブラシ単体での
販売もあります。 普段使いには、コー
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家庭用に製作できないものか？と、トイ
レ仲間であるアメニティの山戸社長と打
ち合わせを重ね、株式会社サンコーさん
の「びっくり繊維」というものにたどり
着きました。びっくり繊維はとても柔ら
かく、且つしっかり汚れを落とします。
理想のメンバーで作りだした理想のトイ
レブラシが完成し、2016年11月10日（
トイレの日）に発売いたしました。プロ
仕様ですから、間違いないです。是非ご
使用ください。
今後もこの３社で一体となって「世の
中の掃除をちょっと楽にする」そんなグ
ッズを生み出していきたいと思います。
それではまたどこかのトイレでお会い
しましょう。ジャー。

日本の魅力を海外に向けて
発信する全日空（ANA）のWEB
サイト『IS JAPAN COOL?』
のアンケート調査では、外国
人が感じるクールジャパン第
２位に「ハイテクトイレ」がラ
ンクインしています。また、
外国人の視点からクールな日
本 を 探 す N H K の 番 組 『クー
ルジャパン』においても、
100回の放送の中から「ベス
トオブクール」に選ばれたの
は、日本の「温水洗浄便座」。
高い機能を持った日本のトイ
レは、日本人が思っている以
上に外国人からの注目度や期
待度が高いのかもしれません。

訪日外国人には洋式便器＆
温水洗浄便座が必須

https://www.ana-cooljapan.com/
contents/discover/

和式トイレはNO!
しかし一方で、「日本のト
イレで困った！」と感じてい
る外国人が多くいることも事
実です。TOTOが行った調査
では、訪日外国人の80％以上
がトイレで困った経験をして
います。その内容を見てみま
しょう。
困ったこと第１位は「和式
トイ レ の 使 い 方 が わ か ら な
い。（26.7％）」。また、和式
と洋式どちらを選択するかと
いう問いには、83.3％もの人

Q.訪日当初、日本の公共トイレで困ったこと

が洋式を選択しています。洋
式トイレを選んだ理由として
は、「自国のトイレと同じ」
「足腰に楽」ということはも
ちろん、注目すべきは「温水
洗浄便座がある」ということ
です。前述の通り、「クール
ジャパン」の象徴という理由
の他に、「イスラム教では排
泄後に水洗いする」という意
見も挙がっています。こうい
ったことから、外国人には圧
倒的に洋式便器や温水洗浄便
座が好まれているということ
がわかります。

ハイテクトイレの功罪？
その他の困りごととして、
「操作ボタンの役割がわから
ない（25.7％）」、「温水洗浄
便座の操作方法がわからない
（18.5％）」、「日本語表記しか
ない（15.7％）」、「洗浄方法が
わからない（14.7％）」など、
操作方法についての回答が数
多く挙がっています。ハイテ
クトイレになればなるほど操
作ボタンも多くなりますが、
「どのボタンを押したらよい
かわからない」となっては本
末転倒です。このことはトイ
レ製造メーカーや自治体でも

和式トイレの使い方がわからなかった 26.7％
さまざまな操作ボタンの役割がわからなかった 25.7％
温水洗浄便座の操作方法がわからなかった 18.5％
トイレが狭くて困った 17.3％
日本語表記しかなかった 15.7％
用をたした後の洗浄方法がわからなかった 14.7％
並ぶ時間が長くて使えなかった 13.5％
トイレが汚くて使えなかった 12.7％
トイレットペーパーがなかった 10.0％
トイレットペーパーを流してよいか解からなかった 9.0％
緊急ボタンを押してしまった 8.8％
トイレットペーパーを捨てる場所がわからなかった 4.5％
その他 16.8％
困ったことがない 18.7％
出展：TOTO調査

問題視されており、ボタン配
列の共通ルールの策定や、操
作方法の多言語化対策などの
動きがあります。

どのボタンを押せばいいの？？

2020年に向けて
ここで紹介した事例は、外
国人がトイレを使う際の問題

のほんの一部分にすぎません。
「トイレットペーパーをトイ
レに流さない」「トイレ内を
水浸しにしてしまう」などの
問題も、「自国では普通の使
い方」という場合もあります。
日本に訪れる外国人には、文
化や習慣、宗教など、さまざ
まなバックグラウンドがある
ということを認識して、ハー
ド・ソフト両面から「おもて
なし」「クールジャパン」を
トイレで感じてもらえるよう
にしていきたいですね。

自分でできる多言語化対策
日本レストルーム工業会
「NIPPON UTSUKUSHI TOILET」
http://www.sanitary-net.com/
utsukushitoilet/

トイレの使用方法を説明したパンフレットを
ダウンロードすることができる。

TOTO「COM-ET」

http://www.com-et.com/jp/

ウォシュレットの操作方法を説明した
ラベルを無料で取り寄せられる。
日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）
・韓国語の表記がある。
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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。
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絵解き世界のおもしろトイレ事情

レスで行ったが、外は黄色い風が蒙々

シルクロードでは

と吹き荒れ、空も黄色くなっていた。
・・
・・
他の客は黄土だ、黄土だと盛んに言っ

えて、新彊省ウィグル自治区では、烏

電灯などないので、夜は手さぐりでこ

ていたが、この黄色さは関東地方特有

魯木斉と吐魯蕃の間に長距離バスが運

アジア編
中

国

房総内陸部の成田空港へ成田エクスプ

近年、シルクロードを旅する人が増
しんきょうしょう

ル

ム

チ

ウ

ト ル フ ァ ン

のロープにしっかりとしがみ付き、用

の関東ローム層の土が風にあおられて

行され、乗客用のトイレ「公厠」が、

日本に比べて国土も人口も段違いに

を足す。豚は、あたたかい糞が大好き

吹き上がっているので、大陸から流れ

右の図のように、崖っぷちの片すみに

大きな中国だけに、本書でそのトイレ

で、落下してくるのを今か今かと待っ

てくる黄土ではない。所かわれば品か

特設された。

事情をひと口に概観することは大変む

ている。

わる、である。なお関東ローム層は、

ずかしい。日本人のように、トイレは

なにもそこまでしなくても、と思う

個室、大便は紙で始末するのが当たり

のは素人の浅はかさで、人間は豚に美

前、と頭から決めこんでいる者にとっ

味なる物を食べさせて肥らせ、それを

て、全く異質の世界もあることを知ら

売ったり食べたりする訳で、これも自
りんね

ねばなるまい。まず北のほうから印象

然界の輪廻。はてさて、人間も真っ暗

的なトイレを紹介してみよう。

闇でこうして苦労している訳である。

◆ 中国式ロープトイレ

さて、用が済んだら、つかまってい
た三本のロープの中の一本を使って、

この国には漢の時代から豚便所があ

お尻を拭くという寸法。空気が乾燥し

って、コンまたはゴンと発音する−文

ているので、ナワに付いた汚物はすぐ

字通り、ブタの周囲にサクをした圂と

取れてしまうという。

書く漢字ができていた。ついでながら、

さて、1998年春の風の吹きすさぶ、

ぬかるみ

やっかい

トイレの穴から落下した糞は、エジ

いったん雨が降れば泥淳と化す厄介な

プトでは古来スカラベ（聖甲虫）と呼

代物である、と付記しておこう。

ばれたタマオシコガネ（俗にフンコロ
ガシ）という昆虫が後始末をしてくれ

※同じアジアでも日本とは風俗習慣
がまったく違うわけで、一昔前の高
級ホテルなどのトイレもドアなし
で 、見られても平気。その反面、
お風呂は他の人とは一緒に絶対入ら
ない、など、温泉天国の日本人とし
ては絶対考えられないという正反対
現象も出てくるわけである。

る。
なお、この昆虫がラクダの糞などを
ころがして行く際には、頭部を下にし
て、図のように後脚で押して行く。
しかしながら、トイレ休憩のあると
ころ、すべて「公厠」がある訳でもな

タマオシコガネと便所
（新彊ウィグル自治区ウルムチ・トルファン間長距離
バス休憩バザール公厠，
1991年7月大木進氏所見）

く、乗客の要望で、野原のまん中で休
憩することもある。野原の中に降り立
った乗客は、自然に男女左右に分かれ

車掌室に二人の女性服務員が乗り組ん

てしまうが、周辺にはとぐろを巻いた
・・
モノがたくさん散らばっていて、100

でいるが、編物に熱中していて私は関

すウ冠を書き、「私の家は豚小屋でご
ざいます！」と謙遜しているわけであ

メートルも行かないとすることができ

あたりでも、『洗面所も使えず、トイレ

る。

家と書く文字は、ブタの上に屋根を示
・かんむり

けんそん

係ないという顔である。』とか、敦迫

ない。乾燥地帯で、寒いところでもあ

の水が出ない状態で、女性方はさぞお

ついでながら糞という字をよく見る

るし、昆虫の掃除部隊は出てこないの

困りだったことだろう。』と記されて

となんと米冠に異なるとあり、その意

である。風化するにまかせる、という

いる。

味は「糞は米の異なった（変化した）

ことだろうか。

ふん

こめかんむり

しかし、西安から乗った寝台車につ

ものすなわちウンチ」と読めるではな

女性がこの地域を旅行する場合は、

いては『前回よりも整っていた。シー

いか。漢字の面白さはアルファベット

古いスカーフとか、軽量で腰部が隠せ

ツもきれいに敷かれ掃除もまずまず。

と違い、読むだけで意味が分かるので、

る布の類いを持参するとよい。

トイレの水もなんとか出る。』といっ

育に関する格好なバロメーターといえ

た具合。要するに、トイレは文化や教

よう。

なんと便利なものであるか！と感心す

そのほか、広い中国をバスで一日中

る。ウン……。

クーニャンもハナが曲がって出てきてしまう
山東省の或る公衆トイレ。小林克己氏撮影。

走る場合、小集落の掘っ立て小屋と

さて、中国北部の山西・河北・河南・

か、食堂付属のトイレもあるが、どち

狭西・甘粛の五省あたりに行くと、厚

らもテンコ盛りが多く、現地の女の子

さ平均20〜30センチ、時には最高70
メートルにも及ぶ黄土層（レス LOESS）

でも、入ったとたんに出てきてしまう。
・・
やはり、野原でした方がよほど気持

と呼ぶ地層が拡がっている。

がよいわけだ。

おうど

中国人は右図のように、黄土層のガ

同じ付近を旅した知友野尻一郎氏が

たてあな

ケっぶちに井戸のような竪穴を掘り、

記した「シルクロードの旅（1995）」

穴の底は崖下の豚小屋のほうに流れて

でも、烏魯木斉発3泊4日で上海に向か

いくように傾斜している。この穴の上

う特急列車で、車両にトイレはあって

に二枚の踏み板と小屋を掛け、上から
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も水が出なかった。

三本ほどのロープが垂れ下がっている。

黄土地帯にあるトイレの仕掛け
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『メンテナンスが全くお粗末。後部
3

