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　本日は「メンテナンス従
事者から見た公共トイレに
ついて」というお話をさせ
ていただきます。まず、最
近の日本のトイレは素晴ら
しいと思います。仕事で海
外に行くこともありますが、
どこの国に行っても、こん
なにトイレがきれいな国は
ないと実感します。

　本当にすばらしい日本の
トイレですが、反面、メン
テナンスが難しくなってい
ます。そこには「多機能化」
「節水化」「乾式化」「高
気密化」という４つの理由
があります。それぞれを詳
しくご説明しましょう。

　１つ目は、多機能化です。
もうトイレは、単純に用を
足すだけの場所ではありま
せん。多機能化が進むと、

それに伴い、メンテナンス
の難度が高くなります。多
機能化の一番わかりやすい
例は、温水洗浄便座の「ノ
ズル」です。温水洗浄便座
は、一見、きれいな印象が
ありますが、菌の発育する
３要素、「温度」「水分」
「栄養」があるため、メン
テナンスしないとおしりを
洗浄するノズルもとても不
潔になります。ノズルを洗
浄するには、「ノズル洗浄
ボタン」を押してノズルを
出しますが、そのことを知
らないメンテナンス従事者
が多く見受けられます。「ノ
ズル」も難しいですが、「脱

臭フィルター」のメンテナ
ンスは更に難しいです。こ
のように、多機能化して、
いろいろな機器が増えるこ
とでメンテナンス難度が上
がります。

　２つ目は、節水化です。
水資源を大切にする姿勢は
大切ですが、洗浄水量が少
なるという事は、汚れの清
浄・搬送能力が低くなりま
す。従来、１回あたり４リ
ットル流れていた小便器の
洗浄水量が、今では１～２
リットル程度になっていま
す。水資源保護の観点から

すると良い事ですがメンテ
ナンスの観点に立つと真逆
になります。つまり「汚れが
残りやすい」という事です。
　男性のおしっこは、実は
横にも縦にも飛び跳ねてい
ます。小便器の水が流れ出
る「スプレッダー」という場
所には水がかからない箇所
があるため、尿石が固着し
てしまいます。

　また、水量が減ると、当
然、汚れが流れにくくなり、
排水管に滞留します。そし
て滞留した汚れが、化学変
化し固形化していきます。
これを除去するためには尿
石除去剤を投入し、尿石を
溶かし電動ワイヤーを使用
して、物理的に尿石を削り
取る作業が必要になります。

2ページに続く →

年に１回は換気扇の点検と清掃を
　トイレについている換気扇、ちゃんと機能していますか？「音
はしているけれども空気を吸っていない」ということも結構多い
もの。簡単に調べるには、トイレットペーパーを少し切り取って
換気扇にあててみてください。落ちずに換気扇グリルに張り付い
ていれば空気が吸えている目安になります。

　前号では感染症について特集しましたが、近隣の幼稚園や小学校でも、
インフルエンザの流行で学級閉鎖という話も最近多く耳に入ってきます。
自分の子どものころそんなことあったかな？と調べてみると、その頃はイ
ンフルエンザの予防接種をみんな学校で受けていたようですね。記憶にあ
りませんが…。やはり大流行を抑えるには予防接種って大事なんですね。
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　千代田区と言えば、平成18年に都内
の自治体が設置する初の有料公衆トイ
レ「オアシス＠akiba」を設置したことでも
話題になったほど、トイレに対して先進
的な取り組みをしている街です。東京オ
リンピック・パラリンピックでは、千代田区
内にある日本武道館（柔道、空手）、東京
国際フォーラム（ウエイトリフティング、パ
ワーリフティング）、皇居外苑（競歩）で競
技が行われるうえ、マラソンコースにも
含まれているため、国内外問わず多くの
来訪者が見込まれます。
　利用できるトイレの入り口には周知用
のパネルやステッカーが貼られ、掲示さ

れたQRコードからは区のホームページ
内のトイレの場所や設備を案内したペー
ジにアクセスできる予定です。
　一方、大会期間中には約92万人の来
日観光客が見込まれることからも、大会
開催地や観光地周辺の和式トイレを洋
式化することが急務となっています。国
や地方自治体でも、公共トイレの洋式化
には大幅に予算を計上して設置費の補
助を行っています。
　いよいよ来年に控えた東京五輪大会
ですが、トイレの面でも準備が整ってき
ていると言えるでしょう。

　2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、千代田区では、競技会場周辺で来訪者が気軽に利用できるト
イレを確保するため、区内の民間事業者のトイレを一般解放する協定を結びました。協定を結んだトイレは区内のオィ
スビルやコンビニなど19事業者、150箇所のトイレ。「ちよだ安心トイレ」として、東京オリンピック・パラリンピック終了ま
での間、一般開放されます。 特集

　毎年11月、全国のトイレ関係者が一堂に集まり、トイレの様々な問題について
話し合われる「全国トイレシンポジウム」が開催されています。今回のかわや版
では、2018年11月に開催された全国トイレシンポジウムにて、株式会社アメニ
ティ代表の山戸伸孝が「公共トイレのメンテナンス」について発表をさせていた
だいた内容をお届けいたします。

▲温水洗浄便座のお尻洗浄ノズル

▲日本のトイレ

▲小便器

▲小便器のスプレッター部

▲温水洗浄便座のリモコン

　少し前の話になりますが、昨年１１月１７日、
トイレを楽しむイベント「第一回トイレフェステ
ィバル～トイレ、佐藤満春～」を開催すること
ができました。２部構成で、１部はＴＯＴＯ、
ＬＩＸＩＬ、パナソニックと３社にご登場いただき、
各社の新機種や現在のトイレ事情について
学びました。各社の担当者が正式な形で揃う
のはとても珍しいことで、貴重な機会を作る
ことができました。
　第２部ではトイレバンド「サトミツ＆ザ・トイレ
ッツ」のバンド演奏だけではなく、スペシャル

ゲストとして事務所の大先輩のはなわさん、
声優の中村繪里子さんにご登場いただきま
した。
　それぞれとコラボさせていただく時間は非
常に貴重で「トイレをエンタメにする」という大
きな目的を果たせたかと思います。トイレはど
うしてもネガティブな印象が強く、余計にトイ
レについて考える機会を失っているように思い
ます。トイレに魅了された１人の人間として、
来年以降も挑戦するライブにしていこうと思い
ます。みなさんもぜひ、遊びに来てください ！
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「第一回トイレフェスティバル～トイレ、
  佐藤満春～」が開催されました！

ノズルそうじボタン
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　ワイヤーを引き上げると、
大量の陰毛に尿石が付着し
ています。節水で水を絞っ
たため、排水管で陰毛が流
れず、排水管の中に、「毛
だまり」ができます。その
「毛だまり」を中心に、微
生物がバイオフィルムを形
成し、最後に尿石を構成し
てしまいます。

　３つ目は、乾式化です。
昔は、水を流す「湿式清掃」
が主流でしたが、最近は、
水を流さず維持する「乾式
清掃」が主流です。白い御
影石を床材に使った小便器
では、小便器の周りが黒ず

んでいるのがわかります。
男性の尿はこのように床に
飛び散っています。乾式清
掃では、このようなこぼれ
た尿を、モップを使い拭き
あげますが、言い方を変え
ると、「尿を薄く伸ばして
いる」とも言えます。この
ため、ニオイがほのかに残
り続けます。

　最後は高気密化です。昔
の建物は風が吹いたら建物
の中にもすきま風が通りま
したが、今の建物は気密性
が高くなっています。その
ような時に大事になってく
るのは、「換気」です。不
特定多数の方が使用される
場合、１時間あたり部屋の
空気が10回～15回入れ替わ
るのが適切といわれていま
す。しかし、実測してみる
と、２～３回のところがほ
とんどです。０回、または
埃が詰まって逆流している
ところもあります。気密性
の高い室内では換気が正常
に機能しなければ、ニオイ
はトイレ内に存在し続ける
ことになります。

　人の鼻には、左右合わせ
て10円玉くらいの大きさの
嗅細胞という細胞がありま
す。この嗅細胞に、ニオイ
分子が付着することで、人

はニオイを感じます。人の
鼻は、とても精巧にできて
いて、ニオイを分子単位で
嗅ぎ分けます。このメカニ
ズムがわかると、逆のこと
もわかります。つまり、ニ
オイを感じさせないという
事は、「嗅細胞にニオイ分
子をつけない」という事に
なります。このメカニズム
を踏まえて考えると、消臭
の原則が見えてきます。

１、

２、

３、

　世の中には、化学物質が
約200万種類あると言われて
いて、その内、ニオイがあ
る化学物質は約40万種類で
す。ニオイ分子に、何かの
物質を接触させて、ニオワ
ナイ分子に変質させる方法
があります。
　また、人は、「快適さ」を
五感を使って把握します。
人は圧倒的に視覚から情報
を得ています。ですので、
「便器が尿石で汚れている」
とか「床が黒ずんでいる」
というのは大きく印象を損
ないます。また、「石鹸容器
があるのに故障している」
「シールのはがし後が汚い」
なども利用者の印象を大き
く変えます。快適トイレは、
１つ１つ、不快要素を消す
ことで作ることができます。
公共であっても、民間であ
ってもこの事実は変わりま
せん。
　本日の発表を皆さんの快適
トイレ創造にお役立ていた
だければ幸いです。

乾式清掃

建物の高気密化

トイレを臭わなくするには？

◇ハトロン紙のトイレットペーパー
　わたしが生まれて初めて花の都パリ
を訪れたのは、1966年のことだった。
日本の一流大学から選ばれた男女学
生を引率して、ロンドン大学で開催さ
れた青少年科学会議に出席の途中で
あった。パリのホテルとしては二流の
上ぐらいのところであったが、トイレに
入ったら、そこに備え付けてあったロ
ールペーパーの色が白くない。茶色な
のに驚いた。しかも、ハトロン紙なので、
ゴワゴワして肌触りが悪くて、両手で
もむと、パリパリと音がする。さすがパ
リ、と二度びっくり。フランスは世界的
ファッションの中心地である。しかも、
素晴らしい香水の産地でもある。それ
だけに、こうしたイメージから全く程遠
いトイレットペーパーを目前にして、私
は考え込んでしまった。日頃から若い
学生たちには、物事は固定観念や既成
概念にとらわれてはいけない、と強調
していたわたし自身が、頭から驚かさ
れてしまった。
　そこでわたしは念のため、翌日、わ
たしたちの懐具合では絶対に泊まれな
いパリで最高級のホテルに立ち寄り、
ロビーを突き抜けてトイレだけ拝借し
てみた。すると、そこに備え付けの紙も、
全く前者と同じ茶色のハトロン紙だっ
た。幅も同じ11センチ。

　3日目には、有名なベルサイユ宮殿
へ行ってみた。この宮殿には、ルイ１４
世が使っていた頃、初めはトイレがな
かったという。天気の良い日には戸外
で排泄をすませ、雨の日には廊下に
「おまる」を置いてやった。ベルサイユ
宮殿の最盛期には、約2000人もの人
々が働いていたと言うから、宮殿の中
も雨の日にはさぞや壮観だっただろう
と思われる。そのために香水が発達し
たという俗説まで生まれたほどだ。
　ベルサイユ宮殿も当初はトイレが無

かったが、後半には整備されたという
し、現在は内外からの観光客が多いの
で、宮殿の横に公衆トイレが特設され
ている。しかし、宮殿内に設けられた高
位高官用のトイレには、同じ茶色の紙
が置いてあった。
　このときから、私は世界を旅するた
びに本格的にトイレットペーパーを集
め始めたのである。ついに７０カ国４００
種類くらいに達し、小展覧会ができる
ほどのコレクションになってしまった。

絵解き世界のおもしろトイレ事情

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。

[出典]  絵解き世界のおもしろトイレ事情
　　　 （巻頭、145頁～148頁より転載）
　　　　発行所：日地出版
　　　　著　者：西岡秀雄
　　　　発　行：平成10年10月
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ヨーロッパ編
　

フランス

西岡秀雄先生

▲小便器排水管に尿石除去剤を投入

▲小便器排水管に尿石除去剤を投入

▲電動ワイヤーで尿石を物理的に除去

▲小便器排水管内の毛だまり

▲小便器周辺の床の変色

▲埃が詰まって機能していない換気扇

カバーを開けると…

▲脳が受ける五感からの情報量

前回からのつづき
著者の西岡秀夫先生が世界各国
のトイレットペーパーを集めるき
っかけとなった出来事とは・・・。

▲ヨーロッパの貴婦人が使った、実はおまる！
　コーヒーカップと見紛うような美しさ！
　ミュンヘンの美術館にて

▲シャモニーの公共トイレの
　巨大なトイレットペーパー

▲パリの公共トイレ

ニオイの原因物をつけな
い。例えば、尿石をつけ
ない。汚れをつけない。
ニオイを外に排出する。
換気でニオイを外に出す。
こぼれた尿を水で流す。
それでもだめなら、ニオ
イ分子をニオワナイ分子
に変質させる。

舌


