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１．研究の目的  
 再生水をトイレ洗浄水として使用した場合、水道水との水質の違いから金属部分の腐

食・便器等への汚れの付着や臭気の発生などの問題が懸念される。トイレ機器の改良によ

りこれらの支障を未然に防ぐ技術について研究した。  
なお、本研究は、東陶機器株式会社とノウハウ＋フィールド提供型共同研究として実施

したものである。  
 
２．再生水使用に伴う苦情  
 平成１３年度に業務部において実施された「再生水アンケート調査結果」１）によるとユ

ーザーからの苦情内容は概ね次のとおりであった。  
（１） 便器にシミが付く  
（２） 排水管が詰まる（尿石の付着）    本研究で対応  
（３） フラッシュバルブの故障が多い  
（４） ユスリカの幼虫が混入  
（５） 夏季に臭気が強い          供給側での対応  
（６） 水に色が付いている  

 本研究では、トイレ機器の改良により対応が可能だと思われる（１）～（３）について

その防止策を調査した。  
 なお、（４）～（６）については、水処理設備の改善など再生水の供給側での対応が必要

であると考えられる。  
 
３．再生水水質の特徴  
 平成１３年度の再生水水質分析結果および水道水を表１に示す。  
 

表１ 再生水と水道水の水質比較  
 芝浦処理場 有明処理場 落合処理場 水道水 

ランゲリア指数 -0.6～-1.2 -0.6～-1.3 － -0.8～-2.7

溶解性物質（㎎/ℓ ） 532～840 530～570 240～310 63～240 

カ ル シ ウ ム 硬 度 （ ㎎ /

ℓ ） 
72～94 58～85 － 17～83 

アルカリ度（㎎/ℓ ） 50～97 47～79 16～43 12～53 

色度 8～27 １～６ 2～16 ０ 

    注）水道水：平成１２年度「水質年報」（東京都水道局）２）より抜粋  
 各成分の特徴  
ランゲリア指数とは、水の腐食性を示す指標であり、次式により計算される。  
 



ランゲリア指数＝ｐH－8.313＋log（Ca２＋／20）＋log（アルカリ度/50） 

－（２√0.000025×溶解性物質）／（１＋√0.000025×溶解性物質） 

ランゲリア指数が＝０の場合、化学的に安定している 

            ＞０の場合、スケールが形成されやすい（結晶の析出）  
            ＜０の場合、腐食性が強い  
  

溶解性物質：濃度が高いほど腐食性が強くなる。  
 カルシウム硬度：濃度が高いほどスケールが発生しやすい。  
 アルカリ度：数値が高いほどスケールが発生しやすい。  
 色度：色の程度を表す指標。数値が大きいほど黄色い色が強い。  
表１から水道水を含めいずれもランゲリア指数がマイナスであることから、金属を腐食

する作用があることがわかる。逆に、再生水は、カルシウム硬度およびアルカリ度が水道

水に比べ若干高めであることから、使用状況によってはスケールの発生も考えられる。実

際、フラッシュバルブにスケールが付着し、動作不良が生じるとの苦情も一部のユーザー

から寄せられている。  
また、色度が高いため、利用者に不快感を与えたり、便器へのシミの付着などが懸念さ

れる。  
 
４．調査内容  
 本研究では、次の３つのテーマでフィールドでのテストを実施した。  
４．１ フラッシュバルブの改良  
 通常のフラッシュバルブは、真鍮製（銅と亜鉛の合金）である。金属の亜鉛は水との反

応性が比較的高いため、長期間の使用により真鍮中の亜鉛が水に溶けだしもろくなる。使

用状況により腐食の程度が異なるが、水道水の使用ではおおよそ３年に１度交換されてい

る。しかし、再生水を使用した施設では１～２年で交換するケースも報告されている。  
 金属のすずは、亜鉛に比べ腐食に強い。従って、すず合金めっきを黄銅の表面に施すこ

とで腐食に強くなると考えられる。  
本調査では、フィールドで使用されているフラッシュバルブ内部の部品をすず合金めっ

き製および従来製品にそれぞれ交換し、両者の耐久性について約１年間比較した。  
４．２ 便器の釉薬の改良  

通常の便器は、表面をレンズなどで拡大して観察すると凹凸が見られる。この部分に汚

れが付着しやすく、除去しにくかった。本調査では、特殊加工により表面をより滑らかに

するとともに、汚れの付きにくい釉薬を施すことにより、便器に汚れが付きにくく、付着

しても落としやすい製品の開発を目指した。  
フィールドには、図１に示すように、便器の右半分を改良型、左半分を従来型の釉薬で

処理した便器を設置して汚れの付着状況を観察した。  
  
 
 
 
 
 



 
４．３ 排水管への尿石の付着防止  
 尿石とは、尿などに含まれる成分が結晶として排水管等に付着し固まったものである。

一度付着した尿石は簡単には除去できないため、専門の業者に清掃を委託するか、排水管

そのものを交換してしまう場合が多い。  
排水管への尿石付着のメカニズムは次のとおりである。  

        バクテリアによる分解       ｐＨの上昇 

 ＣＯ(ＮＨ２)２        ＮＨ３      ＣａＣＯ３、Ｃａ３(ＰＯ４)２↓ 

   尿素          アンモニアの発生       カルシウムの炭酸塩、りん酸塩などが析出  

 
尿に含まれる尿素がバクテリアのはたらきにより分解されアンモニアを発生させる。こ

のアンモニアが排水管内に貯まった水のｐＨを上昇させる。水中のカルシウムはｐＨが高

いほど結晶化しやすい性質があるため、カルシウムの炭酸塩やりん酸塩が排水管等に析出

する。  
ここで、バクテリアの作用を抑えることで右に進む現象が抑えられるため、尿石が付着

しにくくなると考えられる。バクテリアの繁殖を抑える方法として、次亜塩素酸ナトリウ

ムなどの薬品を添加する方法が考えられるが、薬液の補充などが不要で維持管理の容易な

方法として電解装置を用いた方法について調査した。その原理は、以下のとおりである。  
・ 銀イオン（Ａｇ＋）には殺菌効果がある。  
・ 再生水中に銀の電極を浸し通電すると銀がイオンとして再生水中に溶出する。

（Ａｇ＋の濃度は通電する電流によって容易にコントロールできる。）  
・ 排水管中での細菌の繁殖は、水が停滞する夜間に活発になるため、この時間帯に、

Ａｇ＋を含む洗浄水を定期的に流すことで細菌の繁殖を抑制する。  

従来型処理  従来型処理  汚れが付着しにくい処理  汚れが付着しにくい処理  
図１ 便器への汚れの付着調査  



 調査では、排水管の尿石を高圧洗浄によりできる限り除去してから、Ａｇ＋を含む洗浄

水を流す系統と流さない系統で尿石の付着状況の違いを観察した。また、通常、水だけの

洗浄の場合、排水管内での細菌の繁殖を抑制するため洗浄水の使用量が多めに設定されて

いる。Ａｇ＋による

洗浄では、排水管内

にＡｇ＋が保持され

ていればバクテリア

の繁殖が抑制される

ため節水が可能と考

えられる。このため、

Ａｇ＋で洗浄する系

統については対象系

統 に 比 べ ３ ０ ～ ５

０％水量を削減して

尿石の付着量を観察

した。  
 
５．調査期間と調査場所  
 フィールド調査の場所、調査期間、調査内容は次のとおりである。  
 

表２   フィールドテスト実施状況  
供給処理場名 落合処理場 有明処理場 

フィールド 
中野坂 上 ハー モ

ニースクエア 
新宿三井ビル 

有明フロンティア

ビルＢタワー 

調 査 期 間 
平成 12 年 11 月 

～13 年 11 月 

平成 12 年 11 月 

～13 年 11 月 

平成 12 年 12 月 

～13 年 11 月 

フラッシュバルブの改良 １セット（大小）１セット（大小） ２セット（大小）

便器表面の改良 － １セット（大小） １セット（小のみ）

尿石付着の防止 － １セット（小のみ）１セット（小のみ）

 
フィールドの選定に当たっては、一般的なオフィスでトイレ用水に再生水を使用してい

る場所であり、１台の小便器の使用回数が１日１５回以上見込める場所を条件とした。芝

浦処理場の再生水供給先にはこの条件に合うフィールドがないため調査を実施しなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 　 　　　　　　　　　洗浄水（再生水）

排水

尿石付着状況調査

Ａｇ
＋
を流す系統と

通常の系統で比較

電解装置

夜間のみ２～３リット
ルを数回通水

図２  尿石付着量の比較調査概念図  



６．調査結果  
６．１ フラッシュバルブの改良  
 約１年間のフィールド試験の結果は、表３のとおりである。  
 

表３  フラッシュバルブ試験結果  
テスト品の状況 

フィールド 器具の種類 改良型フラッシュバルブ

（すず合金めっき処理）

従来型フラッシュバルブ

（黄銅またはニッケルめっき）

大便器用 変化なし 変化なし 中野坂上ハーモ

ニースクエア 小便器用 変化なし 変化なし 

大便器用 摺動部がわずかに摩耗 変化なし 
新宿三井ビル 

小便器用 摺動部がわずかに摩耗 黄銅部品が赤茶色に変色。

大便器用 変化なし 変化なし 有明フロンティ

アビル 

（１，２階） 小便器用 変化なし 
ニッケルめっき部が黒色

に変色 

大便器用 変化なし 
ニッケルめっき部が黒色

に変色 
有明フロンティ

アビル 

（８階） 小便器用 変化なし 黄銅部品が赤茶色に変色。

 

１年間の使用で従来型フラッシュバルブの８カ所中４カ所で部品表面の腐食が認められ

た。このうち、有明処理場の再生水では４カ所中３カ所で腐食が認められ、落合処理場の

再生水より腐食性が高いと考えられる。このことは、表１の処理場別再生水質で落合処理

場に比べ有明処理場の溶解性物質の濃度が高いことからも推察される。すず合金めっきを

施した部品では、一部のフィールドで摩耗が見られたが調査期間中ではほとんど腐食が認

められなかった。 

 
 
 
 
 
 

１年後  
 
 
 
 
 

赤茶色に変色  
 
  

     黄銅製                   すず合金めっき  
        図３  腐食状況の比較（新宿 M ビルでの小便器用）           



６．２ 便器の釉薬の改良  
 右半分を汚れが付きにくい釉薬、左半分を従来の釉薬で処理した便器を用いて１年間フ

ィールド試験を実施した。結果は、図４のように改良型の釉薬で処理した面の汚れ落ちが

良い傾向が見られた。しかし、その差はわずかであった。なお、写真では汚れが目立つよ

うに染色処理をしている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           図４  釉薬の改良による汚れの比較  
 
本調査で、汚れ落ちに明確な差が見られなかったのは、定期的な清掃により便器が常に

綺麗に保たれているためと考えられる。このことから、通常のオフィスでは釉薬の改良に

よる効果は小さいものと考えられる。  

汚れが付き

にくい釉薬  

従来の釉薬  



６．３ 排水管への尿石付着の防止  
１年間使用したトイレの横引き排水管への尿石の付着状況を図５に示す。なお、調査開

始時に尿石が付着しているのは、高圧洗浄によっても除去できなかったものである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５のように電解水（Ａｇ＋を含む）を使用した系統では、尿石の付着はわずかであり、

尿石付着防止の効果が認められた。  
 
７．実験結果と評価  
 再生水をトイレの洗浄水として使用しているフィールドにおいて以下の３項目について

調査した。  
 １）フラッシュバルブの腐食防止  
 ２）便器への汚れの付着防止  
３）排水管等への尿石付着の防止  
 フラッシュバルブの腐食防止では、使用状況により異なるが、従来の黄銅製品やニッケ

ル合金めっき製品に比べ、すず合金めっき製品が防食性に優れていた。  
 便器への汚れ付着防止では、釉薬の改良により汚れの付着が抑制されたが、その差はわ

ずかであった。通常のオフィスでは、定期的な清掃が行き届いているため明確な差が認め

られなかったものと考えられる。  
 排水管等への尿石付着の防止では、電解水（Ａｇ＋を含む洗浄水）を夜間に数回通水す

ることで効果が認められた。また、Ａｇ＋の殺菌効果により洗浄水の使用量を約５０％削

減しても尿石の付着が少なかった。  
 

Ａｇ +処理  

通常の洗浄

調査開始時 1 年後  

使用回数：35,137

使用回数：29,898

尿石が付着し始めている  

図５ 尿石付着状況  



８．実施設への導入  
 本研究の結果をもとに、コスト面を考慮した実施設への導入の効果は次のとおりである。 
          表４  研究成果と実施設への導入の可能性  

 コスト 導入による効果 

腐食に強いフラッシュバルブ 

（すず合金めっき製品） 

従 来 製 品 よ り ５ ～ １

０％高い 

耐久性が増す 

コスト面での問題はない 

汚れが付きにくい便器 

（釉薬の改良） 

従 来 の 便 器 よ り 約 １

割高い 

通常のオフィス（清掃が

定期的に実施される）で

は効果が小さい 

排水管等への尿石の付着防止 

（Ａｇ ＋を含む水による洗

浄） 

１ 便 器 に １ 台 の 電 解

装置の設置が必要 

(58,000 円／台) 

洗浄水の使用量が削減で

き、コスト面でも有利で

ある。 

尿石除去費用が低減できる 

ただし、それぞれの機器の効果については、使用条件により異なることが予想される。  
注：平成１４年４月から施行されている「再生水利用事業事務処理要領」に基づき、すず

合金めっき製フラッシュバルブの使用が指導されている。  
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