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(57)【要約】
【課題】雨水の利用を促進し、水道として供給される上
水の使用量を大幅に削減することにより、生活環境を向
上し、あわせて地球環境の保全に寄与する。
【解決手段】本発明にかかる雨水利用システムの代表的
な構成は、住宅に降る雨水を収集する集水部と、集水部
が収集した雨水を浄化して上中水を生成する雨水浄化部
と、雨水浄化部が浄化した上中水を貯留する上中水貯槽
と、上中水貯槽に貯留された上中水を住宅の第１水利用
設備１４０に供給する第１給水部と、水利用設備の排水
を浄化して中水を生成する排水浄化部と、排水浄化部が
浄化した中水を貯留する中水貯槽と、中水貯槽に貯留さ
れた中水を住宅の第２水利用設備１７０に供給する第２
給水部と、第２水利用設備１７０の排水を下水施設へと
排出する排水設備と、を備えたことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住宅に降る雨水を収集する集水部と、
　前記集水部が収集した雨水を浄化して上中水を生成する雨水浄化部と、
　前記雨水浄化部が浄化した上中水を貯留する上中水貯槽と、
　前記上中水貯槽に貯留された上中水を住宅の第１水利用設備に供給する第１給水部と、
　前記第１水利用設備の排水を浄化して中水を生成する排水浄化部と、
　前記排水浄化部が浄化した中水を貯留する中水貯槽と、
　前記中水貯槽に貯留された中水を住宅の第２水利用設備に供給する第２給水部と、
　前記第２水利用設備の排水を下水施設へと排出する排水設備と、
を備えたことを特徴とする雨水利用システム。
【請求項２】
　さらに、前記集水部が収集した雨水から夾雑物を除去するストレーナと、
　夾雑物を除去した雨水を貯留して異物を沈殿分離させる分離槽を備え、
　前記雨水浄化部は、前記分離槽の上澄み液を浄化することを特徴とする請求項１に記載
の雨水利用システム。
【請求項３】
　前記第１水利用設備は、風呂設備、洗濯設備、または飲用水設備であって、前記第２水
利用設備はトイレ設備であることを特徴とする請求項１に記載の雨水利用システム。
【請求項４】
　前記雨水浄化部および排水浄化部は異物を濾過するフィルタを有し、
　前記排水浄化部が有するフィルタは、前記雨水浄化部が有するフィルタよりも除去する
異物が粗いことを特徴とする請求項１に記載の雨水利用システム。
【請求項５】
　前記雨水浄化部または排水浄化部は、精密濾過膜を有することを特徴とする請求項１記
載の雨水利用システム。
【請求項６】
　住宅の水利用設備を、上水を利用する上水利用設備と、雨水を浄化した上中水を利用す
る第１水利用設備と、少なくとも第１水利用設備からの排水を浄化した中水を利用する第
２水利用設備とに区分し、
　雨水を収集および浄化して上中水を生成し、
　生成した上中水を前記第１水利用設備に供給し、
　一の第１水利用設備または複数の第１水利用設備の少なくとも１つからの排水を浄化し
て中水を生成し、
　生成した中水を前記第２水利用設備に供給し、
　前記第２水利用設備の排水を下水施設へと排出することを特徴とする雨水利用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雨水を生活用水として利用する雨水利用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在わが国の一般家庭においては、生活用水のほとんどを上水（水道水）によってまか
なっている。上水は経口しても安全なように行政によって厳しく水質が管理されており、
浄水場によって浄化処理を行ってから各家庭に供給されている。
【０００３】
　しかし、一般家庭において本質的に必要とする水質は様々であり、代表的なところでは
水洗トイレの便器洗浄水や修景用水（池や噴水の水）、散水（植木に撒く水）などは、経
口用水ほどの水質は必要でない。一方、水道水のうち飲用など経口水への利用は全体の使
用量の１０％未満であって、残りの９０％以上は入浴や洗濯、水洗トイレなどにおける使
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用となっている。したがってこれらの使用方法においては過剰品質の水を使用しているこ
とになり、水にかかるエネルギーおよびコストを浪費しているということができる。それ
にもかかわらず、住宅の屋根に降った雨や雪は大部分が樋を通って下水管に放出されてお
り、利用されていない場合がほとんどである。
【０００４】
　従来からも、雨水を中水（雑用水）としてこれらの用途に用いることが提案および実行
されている。例えば特許文献１（特開２００２－０５４１８７号公報）には、雨水を貯留
して風呂や洗濯、トイレなどに利用する雨水利用システムが提案されている。特に特許文
献１は、生活用水を雨水のみでまかなうことは困難であることから、水枯渇時に雨水配管
系統に上水を自動的に給水する構成が開示されている。
【０００５】
　また特許文献２（特開平１０－３３７５５７号公報）には、一度使用した排水を浄化し
て中水として再利用する技術が開示されている。特許文献２には、排水を浄化し上水を補
給しながら半永久的に循環させて再利用することにより、雨水貯留槽の水量を一定に保持
する雨水及び中水の循環利用装置が提案されている。
【０００６】
　一方、近年は都市の舗装化が進み、ヒートアイランドによって集中豪雨が頻発するよう
になってきている。ところが舗装化により地面の吸水量が減っていることから、降水が一
気に中小河川に集中して氾濫の原因となり、局所的水害をもたらしている。特許文献３（
特開２００７－０５１４６２号公報）には、道路の路床に貯水槽を設置し、雨水を貯留し
てヒートアイランド現象による路面の温度上昇を抑制すると共に、集中豪雨の際の道路の
冠水を緩和させる構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－０５４１８７号公報
【特許文献２】特開平１０－３３７５５７号公報
【特許文献３】特開２００７－０５１４６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　すなわち、従来からも雨水を貯留して中水（雑用水）として利用するシステムはあり、
また排水を浄化して再利用するシステムもあった。
【０００８】
　しかし、特許文献１の構成においては、確かに雨水の利用によって上水の使用量は削減
されるが、利用した雨水はそのまま下水道へ排出されてしまう。このため貯留した雨水は
すぐに尽きてしまうこととなり、雨水が枯渇すると上水を補給する必要がある。雨水の供
給が不安定であるからといって上水を補給することでは、上水の使用量の大幅な削減は期
待できず、まだ雨水の利用が充分であるとはいえない。
【０００９】
　また特許文献２の構成においては、住宅におけるいかなる排水も浄化して、中水として
再び使用する構成となっている。しかし家庭の排水には比較的清浄なものと著しく汚染さ
れているものがあり、いかなる排水も浄化しうる浄化設備は、大がかりなものとなってし
まう。このため浄化設備が大きくなって設置が困難となったり、また浄化設備の価格も高
額になってしまったりするおそれがある。
【００１０】
　また特許文献３の構成においては、雨水の利用方法としては１つの解決ではあるが、雨
水は道路の冷却に使用されるのみであって、住宅の使用水量を削減しうるものではない。
【００１１】
　また大地震などでライフラインである水道が機能しなくなった場合、飲用水を確保しな
ければならない。現在は被害を受けていない地域から被災地に飲用水や食料を輸送してい
るが、震災時には輸送手段も不全となっている可能性が高く、各戸で貯水するシステムの
構築は日本ばかりでなく世界の都市生活者にとっても、地方行政機関にとってもメリット
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が多く、解決が急がれる課題である。
【００１２】
　そこで本発明は、雨水の利用を促進し、水道として供給される上水の使用量を大幅に削
減することにより、生活環境を向上し、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　発明者らが検討したところ、住宅で使用される水の水質は用途に応じて求められる水質
が異なるところ、住宅から排水される水の水質も同様に、用途によってある程度は予測（
期待）できることに着目した。また、住宅における水の利用態様を見直したところ、飲用
や食用としての利用のほか、水の洗浄力（溶解力）を利用した風呂や洗濯、水の流動性と
搬送力を利用した水洗トイレの便器洗浄水など、水の異なる性質（機能）を利用している
ことに着眼した。そして、水の用途は風呂設備や洗濯設備などの水利用設備に応じて特定
でき、また利用態様に応じて求められる水質が異なることを鑑みて、清浄度の差分のみを
浄化すれば雨水を再利用できることに想到し、さらに研究を重ねることによって本発明を
完成するに到った。
【００１４】
　すなわち、上記課題を解決するために、本発明にかかる雨水利用システムの代表的な構
成は、住宅に降る雨水を収集する集水部と、集水部が収集した雨水を浄化して上中水を生
成する雨水浄化部と、雨水浄化部が浄化した上中水を貯留する上中水貯槽と、上中水貯槽
に貯留された上中水を住宅の第１水利用設備に供給する第１給水部と、第１水利用設備の
排水を浄化して中水を生成する排水浄化部と、排水浄化部が浄化した中水を貯留する中水
貯槽と、中水貯槽に貯留された中水を住宅の第２水利用設備に供給する第２給水部と、第
２水利用設備の排水を下水施設へと排出する排水設備と、を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　中水とは、上水と下水の間に位置づけられ、排水を浄化して再利用する水をいう。本発
明に定義する上中水とは、上水と中水の間に位置づけられる水であって、雨水を浄化して
得られる水である。
【００１６】
　上記構成によれば、雨水を浄化した上中水を住宅の第１水利用設備において利用し、第
１水利用設備の排水を浄化して第２水利用設備で利用することにより、雨水を複数回利用
することができる。したがって雨水を効率的に利用することができ、雨水の供給が不安定
であるとしても、貯留した雨水がすぐに枯渇してしまうことはない。このため、上水の使
用量を大幅に削減することが可能である。
【００１７】
　また雨水のみを浄化して上中水を生成することにより、非常時には飲用水として利用す
ることができる。これにより地震などの天災によりライフラインである水道が機能しなく
なった場合であっても、救援を待つまでもなく飲用水を確保することができる。
【００１８】
　また各住宅に雨水を貯留することによって、集中豪雨が発生したとしてもバッファとし
て機能し、その流出量を削減することができる。したがって道路の冠水を防止し、また河
川の氾濫を抑制することが可能となる。
【００１９】
　これらのことから、雨水の利用を促進し、水道として供給される上水の使用量を大幅に
削減することができるため、生活環境を向上し、あわせて地球環境の保全に寄与すること
ができる。
【００２０】
　さらに、集水部が収集した雨水から夾雑物を除去するストレーナと、夾雑物を除去した
雨水を貯留して異物を沈殿分離させる分離槽を備え、雨水浄化部は、分離槽の上澄み液を
浄化してもよい。
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【００２１】
　住宅に降りそそいだ雨を収集する場合、屋根から雨樋を通じて収集することとなる。こ
の場合において雨水には落ち葉や砂が混入するおそれがある。そこでストレーナによって
夾雑物を除去し、分離槽において砂などの異物を沈殿分離させることにより、ほとんどの
固形異物を除去することができる。したがってフィルタなどを用いて容易に所定の水質ま
で浄化することができると共に、フィルタの寿命を延ばし、メンテナンスの頻度を低下さ
せることが可能となる。
【００２２】
　第１水利用設備は、風呂設備、洗濯設備、または飲用水設備であってもよく、第２水利
用設備はトイレ設備であってもよい。
【００２３】
　上述したように雨水のみを浄化して上中水を生成することから、人間の肌に触れる風呂
水として利用することができ、また人間の肌に触れる衣服の洗濯にも利用できると共に、
非常時には飲用水としても利用することが可能である。そしてこれらの設備から排出され
る排水は屎尿を含まず、また台所排水のように調味料や油分を含まないことから、簡易な
浄化によって中水として再利用することが可能となる。
【００２４】
　雨水浄化部および排水浄化部は異物を濾過するフィルタを有し、排水浄化部が有するフ
ィルタは、雨水浄化部が有するフィルタよりも除去する異物が粗くてもよい。
【００２５】
　上中水は肌に触れたり飲用にしたりする可能性があるため、水質を高く維持するための
フィルタが必要である。一方、第１水利用設備からの排水には洗剤などの成分が溶解して
いる場合があるが、中水では水の搬送力を利用するためにその成分には高い水質が要求さ
れないため、簡易な浄化でよい。すなわち用途に応じた適切な浄化を行うことにより、浄
化設備を簡略にし、またメンテナンスコストを抑えることができる。
【００２６】
　雨水浄化部または排水浄化部は、精密濾過膜を有していてもよい。
【００２７】
　精密濾過膜は、目が細かく、固形異物はもちろん、細菌や化学分子までも除去し、除濁
、精製をすることができる。精密濾過膜としては、例えば中空糸膜型濾過フィルタを用い
ることができる。
【００２８】
　また、本発明にかかる雨水利用方法の代表的な構成は、住宅の水利用設備を、上水を利
用する上水利用設備と、雨水を浄化した上中水を利用する第１水利用設備と、少なくとも
第１水利用設備からの排水を浄化した中水を利用する第２水利用設備とに区分し、雨水を
収集および浄化して上中水を生成し、生成した上中水を第１水利用設備に供給し、一の第
１水利用設備または複数の第１水利用設備の少なくとも１つからの排水を浄化して中水を
生成し、生成した中水を第２水利用設備に供給し、第２水利用設備の排水を下水施設へと
排出することを特徴とする。
【００２９】
　上述した、雨水利用システムの技術的思想に基づく構成要素やその説明は、当該雨水利
用方法にも適用可能である。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、雨水の利用を促進し、水道として供給される上水の使用量を大幅に削
減することにより、生活環境を向上し、あわせて地球環境の保全に寄与することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明にかかる雨水利用システムおよび雨水利用方法の実施形態について説明する。図
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１は本実施形態にかかる雨水利用システムの構成を説明する図、図２は分離槽を説明する
図、図３は雨水浄化部および排水浄化部の例を説明する図である。なお、以下の実施例に
示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするための例示に過ぎ
ず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。
【００３２】
　図１示す雨水利用システム１００の概略は、雨水を浄化して上中水とし、上中水を住宅
の第１水利用設備で使用し、その排水を浄化して中水とし、中水を住宅の第２水利用設備
で使用するものである。すなわち、雨水を複数回利用するシステムである。なお、図１の
住宅の水利用設備は、上水をそのまま利用する上水利用設備（例えば、通常の飲用、炊事
・調理用などの水道設備）と、雨水を浄化した上中水を利用する第１水利用設備と、少な
くとも第１水利用設備からの排水を浄化した中水を利用する第２水利用設備とに区分され
ている。
【００３３】
　ここで中水とは一般に知られた用語であり、上水と下水の間に位置づけられ、雨水や排
水を浄化して再利用する水をいう。しかし本発明においては、雨水を含まず、排水を浄化
した水を中水と称する。そして本発明に定義する上中水とは、上水と中水の間に位置づけ
られる水であって、雨水を浄化して得られる水である。雨水は河川水より数段水質がよい
ため、地域によってはそのまま浴用水として使用する場合もあり、適切に浄化処理を行う
ことによって飲用にも用いることができる。なおプール水や親水用水は非常時の飲料用水
源として期待されつつあるが、雨水の浄化水である上中水もこれらと同等以上の水質を容
易に担保することができる。
【００３４】
　第１水利用設備は、例えば風呂設備、洗濯設備、または飲用水設備とすることができる
。すなわち、原則としては経口飲用水ではなく、かつ肌に水が触れる可能性のある設備で
ある。ただし上中水は非常時においては飲用水としても利用することが想定されるため、
飲用水設備を第１水利用設備としてもよい。第２水利用設備はトイレ設備、散水設備、池
や噴水などの修景設備であってもよい。すなわち、原則として人間の肌に水が触れない水
である。
【００３５】
　上述したように雨水のみを浄化して上中水を生成することから、人間の肌に触れる風呂
水として利用することができ、また人間の肌に触れる衣服の洗濯にも利用できると共に、
非常時には飲用水としても利用することが可能である。そしてこれらの設備から排出され
る排水は屎尿を含まず、また台所排水のように調味料や油分を含まないことから、簡易な
浄化によって中水として利用することが可能となる。
【００３６】
　すなわち、住宅で使用される水の水質は用途に応じて求められる水質が異なるところ、
住宅から排水される水の水質も同様に、用途によってある程度は予測（期待）できる。ま
た、住宅における水の利用態様を見直したところ、飲用や食用としての利用のほか、水の
洗浄力（溶解力）を利用した風呂や洗濯、水の流動性と搬送力を利用した水洗トイレの便
器洗浄水など、水の異なる性質（機能）を利用している。
【００３７】
　そして、水の用途は風呂設備や洗濯設備などの水利用設備に応じて特定でき、これに伴
って必要な水質の程度も知ることができる。あわせて水利用設備に応じてその排水の水質
も予測がつくため、特定の設備からの排水のみを軽微に浄化すれば中水として利用するこ
とができるため、清浄度の差分のみを浄化すれば雨水を再利用することができる。
【００３８】
　そこで、上中水は水の洗浄力（溶解力）を利用した風呂や洗濯、および飲用として利用
し、中水は水の流動性と搬送力を利用した水洗トイレの便器洗浄水として利用する。この
ように水の異なる性質（機能）と求められる水質を対応させて利用することにより、雨水
を複数回利用することができる。
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【００３９】
　図１を参照すると、雨水利用システム１００は、住宅１０２の屋根１０４に降った雨を
集水部としての雨樋（軒樋１０６および竪樋１０８）によって集水する。集水部が集めた
水は分離槽１１０に貯留され、固形異物を分離される。
【００４０】
　図２に示すように、分離槽１１０の前には、雨水から落ち葉などの夾雑物を除去するス
トレーナ１１２を備えている。分離槽１１０は夾雑物を除去した雨水を貯留して異物を沈
殿分離させる枡であって、その上澄み液が雨水浄化部１２０へと供給される。また分離槽
１１０には、落下してきた水が沈殿物を巻き上げないようにするための整流板１１４、庭
散水用弁１１６、沈殿物を排出するための排泥ドレーン１１８を備えている。
【００４１】
　住宅に降りそそいだ雨を収集する場合、屋根１０４から雨樋を通じて収集することとな
る。この場合において雨水には落ち葉や砂が混入するおそれがある。そこでストレーナ１
１２によって夾雑物を除去し、分離槽１１０において砂などの異物を沈殿分離させること
により、ほとんどの固形異物を除去することができる。これにより浄化部にフィルタなど
を用いて容易に所定の水質まで浄化することができると共に、フィルタの寿命を延ばし、
メンテナンスの頻度を低下させることが可能となる。
【００４２】
　ふたたび図１を参照すると、分離槽１１０において固形異物を除去された水は、雨水浄
化部１２０によって浄化されて上中水となり、上中水貯槽１３０に貯留される。雨水浄化
部１２０としては、生物処理槽、濾過装置、膜分離活性汚泥処理装置、膜分離装置、活性
炭処理装置、薬品注入設備、消毒槽、汚泥処理装置、脱臭装置、凝集処理槽、オゾン処理
装置などを単体で、または組み合わせて構成することができる。特に微細な細孔を有する
フィルタを用いた濾過装置が安価でメンテナンス性もよいため、好適に用いることができ
る。
【００４３】
　図３は雨水浄化部の例としての精密濾過膜である中空糸膜型濾過フィルタを説明する図
である。雨水浄化部１２０は、フィルタ素材からなる中空糸１２２（細い管）を内包して
いる。両端の入口１２４ａおよび出口１２４ｂから中空糸１２２の内部に原液を通すと、
中空糸１２２の内表面および外表面において２度濾過されて、排水口１２６から濾過水が
排出される。すなわち中空糸膜型濾過フィルタは、目が細かく極めて微細な異物まで除去
することができるため、固形異物はもちろん、細菌や化学分子までも除去し、除濁、精製
をすることができる。
【００４４】
　また図１を参照すると、上中水貯槽１３０に貯留された上中水は、第１給水部１３２に
よって第１水利用設備１４０の例としての風呂設備１４２、洗面設備１４４、洗濯設備１
４６、または飲用水設備１４８へと供給される。また必要に応じて、給湯器１３４によっ
て加熱されて湯として供給される。なお飲用水設備１４８に供給する場合には、さらに精
密な濾過フィルタ１３６を介して異物や細菌を浄化することが好ましい。
【００４５】
　第１水利用設備１４０で利用された水は、排水浄化部１５０によって浄化されて中水と
なり、中水貯槽１６０に貯留される。中水は第２給水部１６２によって、第２水利用設備
１７０の例としてのトイレ設備１７２へと供給される。トイレ設備１７２の排水は、排水
設備の例としての配水管１８０によって下水施設へと排出される。なお中水貯槽１６０が
一杯である場合には、弁を切り換えることにより、第１水利用設備１４０の排水をそのま
ま配水管１８０へと導いてもよい。
【００４６】
　雨水浄化部１２０や濾過フィルタ１３６、排水浄化部１５０に用いる精密濾過膜として
は、上記中空糸膜型濾過フィルタのほか、一般的なＭＦ膜（Microfiltlation Membrane：
精密濾過膜）やＵＦ膜（Ultrafiltration Membrane：限外濾過膜）を用いることができる
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。ＭＦ膜は孔の大きさが概ね５０ｎｍ～１０μｍ程度であって、微生物やウイルス、大半
の胞子や芽胞を除去することができる。ＵＦ濾過膜は孔の大きさが概ね２ｎｍ～２００ｎ
ｍであって、細菌やウイルス、タンパク質などを除去することができる。これらの濾過膜
は、例えばポリエチレンやポリオレフィンを用いて形成することができる。
【００４７】
　ここで排水浄化部１５０は、雨水浄化部１２０と同様の機構によって構成することがで
きるが、上中水よりも中水の方が求められる水質が低い（より多い不純物が許容される）
。このため、排水浄化部１５０における浄化の程度は、雨水浄化部１２０におけるそれよ
りも低く設定することができる。
【００４８】
　換言すれば、排水浄化部１５０が有するフィルタは、雨水浄化部１２０が有するフィル
タよりも除去する異物が粗くてもよい。上中水は肌に触れたり飲用にしたりする可能性が
あるため、水質を高く維持するためのフィルタが必要である。一方、第１水利用設備１４
０からの排水には洗剤などの成分が溶解している場合があるが、中水では水の搬送力を利
用するためにその成分には高い水質が要求されないため、簡易な浄化でよい。すなわち用
途に応じた適切な浄化を行うことにより、浄化設備を簡略にし、またメンテナンスコスト
を抑えることができる。
【００４９】
　図４は水の用途と水質の関係を説明する図である。図４には、修景用水（中水）、親水
用水（中水）、公衆浴場水、風呂用水、プール水、および上中水が挙げられている。修景
用水は人の肌に触れないことを前提とする中水、親水用水は人の肌に触れる可能性のある
中水である。各種の水は用途に応じて色度や濁度、ＢＯＤ（Biochemical oxygen demand
：生物化学的酸素要求量：高いほど水質が悪い）などが定められている。一方、水洗トイ
レの便器洗浄水は求められる水質が低く、衛生上問題がないこと、利用上不快感を与えな
いこと、施設構造上問題がないこと、施設の維持管理上支障がないことなどが基準とされ
ている。
【００５０】
　これらに対し、上中水は、雨水のみを原水として浄化することにより、公衆浴場水を上
回る水質を容易に達成可能である。そして中水としてトイレの便器洗浄水に利用するので
あれば、第１水利用設備１４０の排水と第２水利用設備１７０の清浄度の差分のみを浄化
すれば利用することができるため、軽微に浄化するだけで雨水を再利用することができる
。
【００５１】
　図５は水の使用量について説明する図である。図５（ａ）は３人家族の標準的家庭での
水の使用量である。平均的に、飲用水及び調理であわせて４５Ｌ、その他をあわせて一日
あたり５７５Ｌ（一人一日あたり２００Ｌ弱）を使用していることがわかる。
【００５２】
　図５（ｂ）は４～５人家族の標準的家庭において、本発明に係る雨水利用システムを適
用した場合の水の使用量である。飲用水および調理等のために上水（経口水）を５０Ｌ、
上中水（風呂、シャワー、洗濯など）のために２００Ｌ、中水（トイレ、散水など）のた
めに３５０Ｌとする。上中水に対する中水の不足分３５０－２００＝１５０Ｌを上水でま
かなうと考えると、使用される上水の総量は５０＋１５０＝２００Ｌとなる。水の総量は
５０＋２００＋３５０＝６００Ｌであるから、２００／６００＝３３．３％である。する
と、実に水道水の総使用量の６６．６％を削減できることになる。したがって平均的には
、６０～７０％の上水の使用量を削減できることがわかる。このように、本発明に係る雨
水利用システムは、雨水を上中水として使用した後に中水として二度目の使用をすること
ができるので、従来よりも上水使用量を大幅に減らすことができ、水道水にかかるコスト
を低減できるばかりか、水道水を製造するために必要なエネルギーを削減し、ＣＯ２の排
出量を低減させることが可能である。なお、図５（ｂ）の「下水（排水）」の水量５４０
Ｌは、中水の使用量３５０Ｌに第１の水利用設備から直接排水される水量（１９０Ｌ）が
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加算されたものである。
【００５３】
　上中水貯槽１３０および中水貯槽１６０の容量は住宅の規模によって適宜設定すること
ができるが、例えば家族が４～５人であれば一人につき１ｍ３程度を蓄積することとし、
合計量で４ｍ３から５ｍ３とすることができる。これにより一日あたり５００Ｌであると
して、８～１０日分の水を貯留しておくことが可能となる。
【００５４】
　上記説明した如く、雨水を浄化した上中水を住宅の第１水利用設備１４０において利用
し、第１水利用設備１４０の排水を浄化して第２水利用設備１７０で利用することにより
、雨水を複数回利用することができる。したがって雨水を効率的に利用することができ、
雨水の供給が不安定であるとしても、貯留した雨水がすぐに枯渇してしまうことはない。
このため、上水の使用量を大幅に削減することが可能である。
【００５５】
　また雨水のみを浄化して上中水を生成することにより、簡易な浄化装置を用いても、非
常時には飲用水として利用できるほどの水質を得ることができる。これにより地震などの
天災によりライフラインである水道が機能しなくなった場合であっても、救援を待つまで
もなく飲用水を確保することができる。
【００５６】
　また各住宅に雨水を貯留することによって、集中豪雨が発生したとしてもバッファとし
て機能し、その流出量を削減することができる。したがって道路の冠水を防止し、また河
川の氾濫を抑制することが可能となる。
【００５７】
　これらのことから、雨水の利用を促進し、水道として供給される上水の使用量を大幅に
削減することができるため、生活環境を向上し、あわせて地球環境の保全に寄与すること
ができる。
【００５８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施例について説明したが、本発明は係
る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載され
た範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それら
についても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００５９】
　例えば、上記実施形態において、雨水はその全部を上中水を生成するのみに用いるよう
説明したが、一部の雨水を雨水浄化部１２０を通さずに中水貯槽１６０へと導き、中水と
して利用することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、雨水を生活用水として利用する雨水利用システムとして利用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】実施形態にかかる雨水利用システムの構成を説明する図である。
【図２】分離槽を説明する図である。
【図３】雨水浄化部および排水浄化部の例を説明する図である。
【図４】水の用途と水質の関係を説明する図である。
【図５】水の使用量について説明する図である。
【符号の説明】
【００６２】
１００  …雨水利用システム
１０２  …住宅
１０４  …屋根
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１０６  …軒樋
１０８  …竪樋
１１０  …分離槽
１１２  …ストレーナ
１１４  …整流板
１１６  …庭散水用弁
１１８  …排泥ドレーン
１２０  …雨水浄化部
１２２  …中空糸
１２４ａ  …入口
１２４ｂ  …出口
１２６  …排水口
１３０  …上中水貯槽
１３２  …第１給水部
１３４  …給湯器
１３６  …濾過フィルタ
１４０  …第１水利用設備
１４２  …風呂設備
１４４  …洗面設備
１４６  …洗濯設備
１４８  …飲用水設備
１５０  …排水浄化部
１６０  …中水貯槽
１６２  …第２給水部
１７０  …第２水利用設備
１７２  …トイレ設備
１８０  …配水管
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