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SMD バイオトイレの概要と設置事例 

 

アイテックシステム株式会社 環境部 田代道保 

 

１．はじめに 

 弊社には、機械・環境システム部門と電気部門があり、特徴は、各部門の連携による一

体化されたものづくりです。主な製造品目は、鉄道関係設備、自動車関係設備、一般産業

設備、リサイクル・環境システム関連設備、受配電設備電気品、環境設備電気品、一般産

業機械電気品、量産機電気品、発電所設備電気品等です。 

 バイオトイレ開発のきっかけは、2005 年の故島田俊雄氏（微生物研究者）との出会いで

した。当時、現アイテックシステム株式会社社長の吉田は、地球環境における資源循環な

どに強く興味を抱いており、島田氏の中国における環境重視の農業やバイオトイレの指導

の姿勢に深く共鳴するものがありました。二人はすぐに意気投合し、島田氏の持つ技術に

ついてさらなる研究・開発の機運が高まり、プロジェクトはスタートしました。残念なが

ら、島田氏は 2010 年 10 月に亡くなられましたが、それまでの共同研究・開発とともに島

田氏の遺志は脈々と受け継がれており、現在に至っています。 

 SMD バイオトイレの SMD とは、島田俊雄氏の名前からとっています。 

 

２．SMD バイオトイレの概要 

 SMD バイオトイレは、微生物を利用してし尿を処理する装置です。図－１に SMD バイ

オトイレ構造３D 画を示します。 

 SMD バイオトイレの撹拌槽内には、バイオチップ（処理能力 50 回/日の装置で、撹拌槽

内に 250～300Ｌ程度を入れます。写真―１参照。）があり、便器から撹拌槽に直接投入さ

れるし尿（トイレットペーパー含む）とバイオチップが、回転軸に取り付けられた撹拌羽

根により撹拌混合されることで、バイオチップに含まれる土壌菌群や便中の腸内細菌、環

境中の微生物の働きでし尿は分解し減容されます。 

 バイオチップは、熱処理などを施した天然の杉材中心木チップに、自社で培養している

微生物（土壌菌群）が適量混合されたもので、土壌菌群の優占種は、乳酸菌、放線菌、糸

状菌、酵母などです。バイオチップの交換は使用頻度にもよりますが、通常年一回程度で

す。 

 このトイレの特徴は、独自のバイオチップにありますが、「水を使わない」、「臭いがしな

い」、「汲み取りの必要がない」ことで、年一回交換して取り出したバイオチップは、し尿

由来の肥料成分を含んだ土壌改良材として資源化できます。 
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図－１ SMDバイオトイレ ３D構造画 

 

 

写真－１ バイオチップ 

 

３．SMD バイオトイレの設置事例 

３．１ 環境技術実証事業（自然地域トイレ技術分野）の実証試験 

 実証試験は、福岡県北部に位置し、北九州市、直方市、福智町に跨る標高 901m の福智

山（ふくちやま、ふくちさん）で実施されました。福智山周辺は平尾台や皿倉山同様に北

九州国定公園に含まれ、北九州市内で最高峰の山です。この福智山の九合目、標高 850ｍに

ある避難小屋「荒宿荘」のバイオトイレ「山ぼうし庵」で実施されました。 

便座 

撹拌モーター 

撹拌槽 

バイオチップ 

排気筒 

槽側面ヒーター・断熱材取付 

撹拌羽根 
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  写真－２ トイレ建屋（山ぼうし庵）       写真－３ トイレ室内 

 

 実証試験の概要を表－１に示します。 

 

表－１ 実証試験の概要 

実証番号 130-1002 

実証済技術名 バイオチップを用いたし尿処理技術  バイオチップトイレ（バイオチップ補充方式） 

試験期間 2010 年（平成 22 年）10 月 1 日～2011 年（平成 23 年）3 月 2 日（越冬期間：なし） 

トイレ供用開始日 平成１8 年 11 月（本実証装置は平成 22 年 9 月 17 日設置） 

トイレ利用 通年利用 

設置面積 1.37m2  （W700 ㎜×L1,700 ㎜×H1,150 ㎜、0.2t） 

便器数 両用便器（洋 1） 

処理能力等 利用人数 平常時 80 人回/日（20L/日）、集中時 100 人回/日（25L/日） 

（設計値） 必要電力 20～30kWh/日 

 
必要燃料 軽油（発電機）  使用量：70L/月 

必要資材 バイオチップ  初期量 160L  補充量 60L/年 

利用状況 利用者数合計：2,307 人（153 日間） 

 集中時：最大：52 人/日、平均：20 人/日（31 日間） 

 平常時：最大：42 人/日、平均：14 人/日（122 日間） 

気温 最高：22.8℃、最低：－9.5℃（トイレブース内） 

使用電力 

（発電機） 

撹拌装置 100V 19.2kWh 0.13kWh/日 

ヒーター100V 132.8kWh 0.90kWh/日 

 

 なお、現在は、避難小屋の屋根上に設置された太陽光発電パネルにより、使用電力は賄

われています。 
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３．２ 福岡県田川郡添田町英彦山 

 耶馬日田彦山国定公園に指定されている英彦山は、毎年 20 万人を超える登山者が訪

れていますが、SMD バイオトイレ設置までは登山道にトイレがなく、自然環境保全の

面から、地元よりトイレの設置が求められていました。 

 トイレは英彦山中岳休憩所建屋内にテーブルやイスが設置された休憩所、SMD バイ

オトイレ 2 基、制御室（制御室には緊急用の発電機 1 基が常備されています。）があり、

建屋の屋根上には太陽光発電パネルが設置されています。 

 トイレ建屋周辺の航空写真等を写真－４～７に、このトイレの概要を表－２に示しま

す。 

 

     

写真－４  トイレ建屋周辺の航空写真       写真―６ 内部トイレ入口 

 

     

写真－５ 使用集中時（山開き）          写真―７  トイレ室内 
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表－２ 英彦山に設置されたバイオトイレの概要 

設置場所 英彦山中岳休憩所内 標高 1,199ｍ 

設置時期 2014 年 5 月（使用開始：2014 年 5 月 25 日） 

設置基数 SMD バイオトイレ 2 基（男女共用） 

処理能力 50 人回/日（1 基） 

電源 太陽光発電、緊急時のための発電機１台 

利用者数 

1 基あたり 

平日：20～30 人回/日  土・日曜日、祝祭日：40～50 人回/日 

集中時（山開きなどのイベント時）：100～200 人回/日 

トイレの年間の利用状況は、平均 900～1,000 人回/月で、イベントなどの集中時には 1 基

200 人回/日を超える時もありますが、し尿処理は順調に行われています。現状では、一週

間に一度程度のオーバーユース（50～100 人回/日）が発生しても、その後の通常運転の中

で処理が可能であると考えています。 

 

３．３ 福岡県みやま市瀬高町清水山 

 清水山は、地元の方々がウォーキング感覚で登れる山であり、女性も多くみられます。

桜や紅葉の季節にはイベントもあり、多くの入山客でにぎわい、楽しまれている山です。 

 清水山に設置されたバイオトイレの概要を表－３に、外観とトイレ室内の状況を写真  

に示します。 

表－３ 清水山に設置されたバイオトイレの概要 

設置場所 福岡県みやま市瀬高町清水山大観峠 標高 330ｍ 

設置時期 2015 年 10 月末 

設置台数 SMD バイオトイレ（ウッドタイプ）1 基 

処理能力 50 人回/日 

電源 一次側電源から引き込み 

利用人数 20～30 人回/日（使用開始から半年間の実績） 

 

 

写真－８ 外観とトイレ室内 
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大観峠展望所に設置している SMD バイオトイレの利用状況は、設置から一年を経過してい

ませんので、はっきりした状況はつかめておりませんが、昨年 10 月からの使用実績（使用

人数カウンターのデータ）では、平均 20～30 人回/日程度で、計画使用人数より少なめで

す。毎日 80～100 人が入山されているとの情報があり、トイレ使用者は入山者の 25％程度

と考えています。 

 

３．４ ベトナム（海外）の設置事例 

（１）現地提携企業とデモ機設置 

設置場所 ハロン湾（世界遺産）ダウゴー島テイエンクン鍾乳洞近く船着き場横  

設置時期 ２０１３年１０月 

設置台数 １基（現地製造） 

処理能力 ５０回/日 

 外観とトイレ室内の状況を写真－９～１０に示します。 

 

       

写真－９ 外観            写真－１０ 室内 

 

ベトナムハロン湾クルーズで立ち寄るポピュラーなテイエンクン鍾乳洞近くにデモンスト

レーション用として設置しました。サイゴン市のお役人や現地観光会社の方々などが多数

お見えになりました。 

 

（２）大型工業団地建設現場従業員の仮設トイレとして設置 

設置場所 ビンフック省タンロン工業団地（ハノイ中心部から４４ｋｍ）建設現場 

設置時期 ２０１４年 
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設置台数 ３基（現地製造） 

処理能力 ５０回/日（１基）  

 外観とトイレ室内の状況を写真－１１～１２に示します。 

   

写真－１１ 外観            写真－１２ 室内 

 

タンロン工業団地は、日系商社が開発しており、日系企業も多数進出しています。 

ベトナムにおいては、現地企業との提携により、現地での販売や装置製造およびメンテナ

ンスの体制ができています。 

 

４．メンテナンスについて 

 SMD バイオトイレを快適にお使いいただくためには、メンテナンスが大事になります。

点検マニュアルによる定期的な点検は当然ですが、お使いいただく方々の日々のトイレ清

掃などのご協力も必要とします。弊社としましては、できるだけメンテナンス契約をお願

いするようにしています。 

メンテナンスでは、結構大変な場合もあります。例えば、設置場所が車で行けない山の上

などになりますと、重量のあるものの交換や年一回のバイオチップの交換などです。バイ

オチップの交換の場合、交換する量が 250L で、15kg 入りの袋が 6～7 袋になりますので、

数人で分担して背負い山に登りますし、交換したバイオチップを持ち帰るケースもありま

すのでかなりの重労働です。なお、山の場合、現状のメンテナンスについては、行政や地

域の山の会、自治会などとの事前の協力体制できており、スムーズな連携がとれています。 
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写真－１３ 冬期のバイオチップ運搬作業 

 

５．ダンボール製組み立て式バイオトイレ（開発中）の概要 

 防災用トイレに求められるものは、安価・軽量・大量備蓄可能なもので、かつ、し尿を

個々のトイレで分解・減容できるものと考えます。安価・軽量・大量備蓄の解決策として

ダンボールに着目しました。近年開発されたダンボールは、耐久性・耐水性にも優れたも

のがありますし、ダンボールのもつ本来の優れた加工性により折り畳み式にすることで大

量備蓄も可能と考えます。 

 開発中のダンボール製組み立て式バイオトイレの概要を表－６，全体写真を写真－１４

に示します。 

 

表－６ ダンボール製組み立て式バイオトイレの概要 

製品名称 防災用ダンボール製折り畳み式バイオトイレ 

屎尿処理方式 バイオチップを使用した手動撹拌式 

処理能力 10 人回/日（一人用） 

バイオチップ量 25Ｌ程度 

 

                    
写真－１４ 全体写真  
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 熊本地震の被災地における避難所のトイレ復旧には、2～3 ヶ月を要したとの情報があり

ます。過去の災害でも、トイレ不足はその都度問題となってきました。現在、開発中のダ

ンボール製組み立て式バイオトイレは、被災後における初期のトイレ事情の改善にお役に

たてるものと考え、検証を重ねており、一刻も早くご提案できることを目指しています。 

 

６．SMD バイオトイレの今後について 

 国内においては、地震などの自然災害被災地における被災後 2～3 か月の間に必要とされ

る初期対応型のバイオトイレ（ダンボール製組み立て式（開発中））や高齢化社会における

介護用バイオトイレの提案など、また、海外については、日本よりトイレ事情の悪い国が

多く、問い合わせも多くなっています。それぞれの環境に合わせた提案ができるように努

力して参りたいと思っています。 

 


