
国産杉でできたカッコいい雨水タンク「雨びつ」

雨びつと自動灌水装置で庁舎緑化 雨びつは国産杉のカッコいい
　　　　雨水タンクです。

雨で、緑のカーテンを
育てることができます。

ほかにも、できることがあります。

福祉施設のテラス緑化のために設置個人邸宅の屋上に設置、洗濯水に利用

「雨びつ」は、東京都より平成 25年度
『新製品等の生産・提供により新たな事業分野
の開拓を図るもの』の認定を受けました。

自動灌水装置を使った
ゴーヤの緑のカーテン 育成

非常時にも有用な、景観に調和する、自前の水源です。

雨水って、こんなに貯まる！
教室一つ分の広さ（80 ㎡）の屋根から雨水を集めると…、

・弱い雨 (3 ㎜ /h) が降ったら…、縦樋に取り付ける雨水集水器の回収率が 80%とすると、
   降水量 0.003m/h×集める面積 80 ㎡×屋根からの流出 0.9×雨水集水器の回収率 0.8  = 0.1728 ㎥ /h ≒ 1 時間に 173ℓ

・雨 (8 ㎜ /h) が降ったら…、同様に計算すると、　0.4608 ㎥ /h ≒ 1 時間に 461ℓ

・どしゃぶりの強い雨 (25 ㎜ /h) が降ったら…、　1.44 ㎥ /h ≒ 1 時間に 1440ℓ （1.44t）　集めることができます。

Q. 集まる雨の量は、どのように計算するの？
A. 【降水量○m/h×集める面積○㎡×屋根からの流出 90%×雨水集水器の回収率○%】で求められます。

Q. で、雨貯めて、何に使うの？
A. ほとんどの用途に使うことができるんですよ。　

「雨びつ」のお問合せ先

価格や仕様は、変更することがあります。2014,9,25 Facebook で、施工の様子などがご覧いただけます。

検索雨 び つ
■ 有限会社 風大地プロダクツ
      〒120-0012 東京都足立青井 3-5-26-424
      TEL.03-5681-4912　FAX.03-5681-4911
      http://kazedaichi-pro.jp/

■ サンエービルドシステム株式会社
      〒124-0006 東京都葛飾区堀切 1-8-4
      TEL.03-3693-5478　FAX.03-3693-7143 
      http://www.ecopeer21.com/
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雨びつ  350ℓ

173ℓ

弱い雨×１時間

ろ過など、適切な整水を行えば、飲用以外の多くの用途に
利用できます。機器類を介さない散水や掃除なら、ゴミを
沈めて上澄みだけを使う”沈殿ろ過” で十分です。
ポンプや灌水装置、洗濯機につないだり、洗車に使う場合
には、雨水タンクと機器類の間に砂を取り除くメッシュフィ
ルター（市販品）を取り付けます。
立地による雨の状態と用途に合わせて整水方法を使い分け
ます。（ハードルは高いですが、飲用も不可能ではありません。）
　
雨は腐らない？
雨は水。水＝H2Oは腐りません。腐るのは水中の有機物です。
雨のもとは蒸留水。地域によって空気中の塵や屋根のゴミ
を含んで落ちてきますが、生活排水が混ざった河川を水源
とする水道水とは成り立ちが異なり、雨には不純物が少な
いのです。雨を貯めっぱなしにせず少しずつでも使う、光
を入れない、と注意することで、腐ることはありません。
　
雨は ”軟水”
雨はミネラルを含まない軟水なので、洗濯に使うと汚れが
よく落ちると言われています。水道の他に別の水源を設け
ることで、災害時には、トイレの流し水など雑用水に大い
に役立ちます。日頃は散水・洗濯・洗車などに使い、万一
の時に備えましょう。渇水時には雨水タンクに水道水を入
れておいてくださいね。

雨水利用のメリット
①水資源の確保（災害時対応含む）  ②水道料金の削減  ③都
市型洪水の緩和  が雨水利用のメリットとして多く言われて
きましたが、さらに雨水の積極的な活用をすすめることで、
④上水道水代替による環境負荷低減
⑤建築・まちに健全な雨水循環系をつくることによる環境
負荷低減  のメリットも研究され明らかになっています。
　
LCA（ライフサイクルアセスメント）という考え方
概ね日本の水道水は安い。それは多額の税金を投入してい
るからです。では、水道水を造り配る過程で生じる環境負
荷を CO2 に換算したらいかがでしょう。横浜市の場合、水
道水 1㎥あたり 161g の CO2 排出量だそうです。雨水に置
き換えればその分の環境負荷が減ります。雨水貯水装置設
置にかかる CO2 排出量を足しても、十分な環境負荷低減を
図ることができます。（数値は横浜市水道局平成 24 年度報告より）
　
雨水循環系を保全し育む
地球上での熱の移動は、伝導・対流・放射・蒸発冷却です。
雨が浸透しない都市の地面はカラッカラで、夏には、昼蓄
えた熱を夜放射するヒートアイランドとなります。雨を活
かして蒸発冷却で緩和すれば、冷房に使われるエネルギー
とその CO2 排出を削減することができます。しかも機械仕
掛けでなく、自然な形で、…そう、”植物” です。
なんと、雨水貯めて植物を育て、環境負荷を低減し、都市
にいながら自然を楽しむことができるのです。



雨びつ灌水装置 雨びつ は、高低差だけの低水圧で作動する灌水装置をオプション装備しています。
この雨びつ灌水装置は、電気も使わずに、植物が必要とする水量を自動的に供給します。
特に、多量の水を蒸散して涼を得る、夏の壁面緑化＝「緑のカーテン」に最適です。
水不足になりがちなプランター栽培でも、大型の「緑のカーテン」を楽に育てることができます。

B タイプ…　上から灌水 ＋ 底面灌水

底面に水を溜めることのできるプランターを使います。
灌水装置と 1つのプランター（パイロットプランター）の
底を配管します。
パイロットプランターの底の水が深さ 30mmを下回ると、
〈雨びつ→灌水装置→複数のプランターの上部に配管した
穴あきパイプ→個々のプランター〉へと給水が始まります。
土の上から給水するとともに、底に溜まった水も、土の
毛細管現象で植物に届けられます。

雨びつ灌水装置〈Bタイプ〉の給水のしくみ

雨びつ灌水装置〈Bタイプ〉のセッティング例（上から見た図）

穴あきパイプの作り方

・  硬質塩ビ管（13A）に、穴径φ3mmの給水穴を、プランター 1台につき 2カ所設けます。
　灌水装置 1台で市販のプランターを 6台まで接続することができます。穴数は 12 穴です。
　（「穴径φ3mm・プランター 1台に穴 2カ所」は標準ですが、変えてみてもよいでしょう。）
　・   穴あきパイプはプランター 1台ごとに切断し、接着をせずに、塩ビ管継手でつなぎます。
　そうしておくと、給水穴の角度を変えることができ、水の出を調節することができます。

A タイプ…　底面灌水

底面に水を溜めることのできるプランターを使います。
〈雨びつ →灌水装置→プランターの底〉と配管します。
プランターの底にたまる水が、いつも深さ 30mmを保つ
ように給水し、 底の水は土の毛細管現象で植物に届けられ
ます。

雨びつ灌水装置〈Aタイプ〉の給水のしくみ プランターについて

・市販の樹脂製プランターで、
底に水を溜めて毛細管現象で
給水するタイプなら、穴をあ
けて継手を取り付けることで
簡単に利用できます。
・木製なら、底に敷く遮水シー
トに穴をあけて継手を取り付
けホースをつなぎます。遮水
シートの上に空間を設けるた
めに、鉢底石・赤玉土などを
ネットに入れて敷き、その上
に土を入れます。

灌水装置本体
ソフトカバー付き
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雨びつはシステムの拡張性が高い

● 雨びつの基本仕様〈内側〉

雨水タンク  「雨びつ」

① 設置場所
雨を集める竪樋に近い所で、コンクリート基礎の上や、
水平で安定した場所に設置します。
　② 雨水集水器
雨水集水器は、取り付ける竪樋と用途に合わせて選定します。
竪樋を切断して、竪樋に雨水集水器を取り付けます。
ホースなどで雨水集水器と雨びつを接続します。
大方の雨水集水器にはオーバーフロー機能があるため、
雨びつ側にオーバーフロー口を設ける必要がありません。
　③ 構造体
現場施工で、国産杉・間伐材の角材を組み上げて作ります。
⇒積み上げ段数、幅・奥行の部材長さの特注も可能です。
　④ 蓋
全開できるので、バケツでの汲み出しや掃除が容易です。
⇒容易に開けられない仕様も可能です。
　⑤ 防水袋
防水袋を構造体内部に装着します。
防水袋の素材は、下記から選ぶことができます。
・ポリエチレンシート製…添加物ゼロ。取り替えて使えます。
・PVC シート製…丈夫で長持ちです。
　⑥ 雨水取入れ口
雨びつ特製継手に、付属のホース接続口を取り付けます。
　⑦ 蛇口
雨びつ特製継手に、付属の蛇口を取り付けます。
蛇口にはホース接続口が付いています。
　⑧ ドレインとバルブ
雨びつ特製ドレインに、付属のバルブを取り付けます。 雨びつの基本タイプ

740×740×H1260mm 1490×740×H1260mm 1490×1490×H990mm

● 雨びつの基本仕様〈外側〉

標準付属品 オプション

丸樋 φ55・φ60・φ76
角樋

適合する竪樋 適合する竪樋 適合する竪樋 適合する竪樋

ごみ取り皿付き
材質：ポリエチレン

ごみ取り皿付き
材質：ポリエチレン

材質：硬質塩ビ
塩ビ管の直結が可能

メッシュフィルター付き
材質：ステンレス

丸樋
VP/VU75

丸樋
VP/VU75・100・125・150

丸樋　φ60・φ76
VP/VU75・100・125（パナソニック電工・積水化学工業・

電気化学工業・三菱樹脂・タキロン）

雨びつは、杉の角材を積んで組立てます。 防水層、防虫ネット（別注）、蓋の取付け

集水器と雨水取入れ口、蛇口、ドレインバルブ

ろ過装置を雨びつの外に設けた例。（中写真→）
水深・ポンプ・流量などを電気制御して、洗濯に利用して
いる例。配管途中にフィルターも入れている。（右写真→）

雨びつの耐久性

木の素材感はもちろん、森林資源の好循環のためにも、国産杉の間伐材を利用しています。

…10年耐用試験に合格、尚まだ使える。

これまで屋外利用が難しかった国産杉の間伐材ですが、環境配慮型の防腐剤を加圧注入して、
木の風合いを失うことなく、耐久性を 3～4倍も向上させることが可能になりました。
利用方法にも工夫を重ね、まちなか緑化を進める雨水活用製品に仕上げることができました。
天然木の雨びつが庭やまちなみに温かみのある表情を添えます。

・木部…（財）森林総合研究所の野外杭試験にて検証、土際部でもまだ使える状態。
・PVC シート製の防水袋…シート水槽の 10 年耐用試験で別状なし。

● 雨びつは、展開できる

● 縦樋から離しても置ける ● 掃除をするには● 雨びつは、機転に応える

● 雨びつは、アレンジがきく　…　ろ過装置

雨びつの設置方法

雨びつは、ろ過、ポンプ、電気制御などのシステム拡張で、緑化・散水の他に洗濯・洗車
など、多様な用途にも応じることができます。
また、雨水の利用用途だけでなく、景観アイテムとしての拡張性も持ち合わせています。

雨びつは、国産材を活かした、景観に調和する角形デザイン。杉の間伐材を積み上げる
構造なので、部材の組み合わせ等でいろいろな設置環境に対応できる製品自体の拡張性と、
使われ方のバリエーションにも対応できるシステムの拡張性を持っています。

350 ℓタイプ 800 ℓタイプ 1300 ℓタイプ
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