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(57)【要約】
【課題】降雨時でもメンテナンスしやすい樋部材を提供
する。
【解決手段】谷樋Ｄ２に接続される集水器１０と、集水
器１０と竪樋Ｄ１との間に設置される横引き管２０と、
集水器１０と横引き管２０とを接続するエルボ３０と、
一端が集水器１０に接続され、他端が横引き管２０に接
続されるオーバーフロー管４０と、を備え、集水器１０
は、上方に向けて開口する雨水流入口１１ａと下方に向
けて開口する雨水流出口１１ｂとが設けられた集水器本
体１１と、集水器本体１１の側面から分岐し、内部が当
該集水器本体１１の内部と連通し、先端部が取出口１２
ａとされた分岐管部１２と、取出口１２ａを開放自在に
塞ぐ蓋部１３と、からなり、集水器本体１１の側面には
、オーバーフロー管４０が取り付けられるオーバーフロ
ー口１１ｃが設けられており、取出口１２ａの下端１２
ａ１は、オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１よりも
上方に位置するように構成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根に取り付けられた谷樋または軒樋と、当該屋根を支持する支柱に取り付けられた竪
樋と、の間に設けられる樋部材であって、
　前記谷樋または前記軒樋に接続される集水器と、
　前記集水器と前記竪樋との間に設置される横引き管と、
　前記集水器と前記横引き管とを接続するエルボと、
　一端が前記集水器に接続され、他端が前記横引き管に接続されるオーバーフロー管と、
を備え、
　前記集水器は、
　上方に向けて開口する雨水流入口と、下方に向けて開口する雨水流出口と、が設けられ
た集水器本体と、
　前記集水器本体の側面から分岐し、内部が当該集水器本体の内部と連通し、先端部が取
出口とされた分岐管部と、
　前記取出口を開放自在に塞ぐ蓋部と、からなり、
　前記集水器本体の側面には、前記オーバーフロー管が取り付けられるオーバーフロー口
が設けられており、
　前記取出口の下端は、前記オーバーフロー口の下端よりも上方に位置することを特徴と
する樋部材。
【請求項２】
　前記オーバーフロー口の下端は、前記集水器本体の上下方向中央よりも上方に位置する
ことを特徴とする請求項１に記載の樋部材。
【請求項３】
　前記雨水流入口の面積は、前記雨水流出口の面積よりも大きいことを特徴とする請求項
１または２に記載の樋部材。
【請求項４】
　前記エルボ内を通過不能なサイズの固形物の前記集水器本体内への侵入は防止するが、
前記エルボ内を通過可能なサイズの固形物の前記集水器本体内への侵入は許容する侵入防
止部材を備えることを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の樋部材。
【請求項５】
　前記侵入防止部材は、
　外形柱状をなし、
　前記集水器本体内に前記雨水流入口から抜き差し自在に設置されており、
　前記集水器本体内に設置された状態で、下端部が前記雨水流出口と前記分岐管部の基端
との間に配置され、上端部が前記雨水流入口よりも上方に配置されることを特徴とする請
求項４に記載の樋部材。
【請求項６】
　前記エルボは、当該エルボ内を視認可能な材料で形成されていることを特徴とする請求
項１から５の何れか一項に記載の樋部材。
【請求項７】
　前記オーバーフロー管は、少なくとも一部が、当該オーバーフロー管内を視認可能な材
料で形成されていることを特徴とする請求項１から６の何れか一項に記載の樋部材。
【請求項８】
　前記集水器には、前記集水器本体内に溜まった雨水を排水可能な排水口部が設けられて
いることを特徴とする請求項１から７の何れか一項に記載の樋部材。
【請求項９】
　前記集水器を前記谷樋または前記軒樋に接続するための接続部材を備え、
　前記雨水流入口は、円形であり、
　前記接続部材は、環状部と、当該環状部の一端部から径方向に突出する庇部と、を有し
、
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　前記環状部の外面と前記雨水流入口の内面とには、ねじが切られており、
　前記集水器と前記接続部材とは、前記谷樋または前記軒樋を挟んだ状態で螺合すること
で当該谷樋または当該軒樋に接続されていることを特徴とする請求項１から８の何れか一
項に記載の樋部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋根に取り付けられた谷樋または軒樋と、当該屋根を支持する支柱に取り付
けられた竪樋と、の間に設けられる樋部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、駅のホームの屋根（上屋）Ｈ２に取り付けられた谷樋Ｄ２と、当該屋根Ｈ２を支
持する支柱Ｈ１に取り付けられた竪樋Ｄ１と、の間に設けられる樋部材は、図５に示すよ
うに、落とし口となる縦管Ｔ１と、縦管Ｔ１と竪樋Ｄ１とを接続する横引き管Ｔ２と、か
らなる。このような樋部材は、縦管Ｔ１と横引き管Ｔ２との接続部分が曲がっているため
、当該接続部分の内部に落ち葉やコケ、泥などが溜まりやすい。接続部分の内部に落ち葉
等が溜まると、樋部材が詰まるため、駅のホームの屋根Ｈ２から雨漏れが発生してしまう
。
　このような樋部材の場合、詰まりを解消するためには、屋根に点検口が設置されている
場合を除き、屋根の上に登ってメンテナンス（詰まり箇所の確認や清掃）を行う必要があ
る。よって、メンテナンスが高所作業となるため、安全対策が必要となる、架線の通電停
止手続が必要となる、列車運行時間帯には作業できない等の理由から、雨漏りが発生して
も迅速に対応できないという問題がある。
　当該問題に対し、例えば、特許文献１に記載されているような分岐管部と排水口部とを
、接続部分よりも上流側（縦管Ｔ１）に設ければ、屋根の下からメンテナンスを行うこと
が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１５７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような分岐管部と排水口部とを設けた場合
、屋根の下からメンテナンスできるが、降雨時にはメンテナンスしにくいという問題があ
る。
　具体的には、特許文献１に記載されているような分岐管部と排水口部とを設けた場合、
例えば、排水口部を開放して落とし口に溜まった雨水を排水した後に、分岐管部からメン
テナンスを行うことになる。降雨時に排水口部を開放した状態でメンテナンスを行うと排
水口部から雨水がこぼれ落ちて駅利用者等に迷惑がかかるため、降雨時にメンテナンスを
行う際には、排水口部を閉鎖する必要がある。しかしそれでは、メンテナンス中は排水が
できないため、ゲリラ豪雨等の集中豪雨の際には特に、メンテナンス中に落とし口に雨水
が溜まって分岐管部の取出口から雨水が溢れ出て駅利用者等に迷惑がかかってしまう。よ
って、迷惑がかからないように配慮しながらメンテナンスを行わなければならず、降雨時
にはメンテナンスしにくいという問題がある。
【０００５】
　本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、降雨時でもメンテナンスし
やすい樋部材を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記課題を解決するために、本発明の樋部材は、
　屋根に取り付けられた谷樋または軒樋と、当該屋根を支持する支柱に取り付けられた竪
樋と、の間に設けられる樋部材であって、
　前記谷樋または前記軒樋に接続される集水器と、
　前記集水器と前記竪樋との間に設置される横引き管と、
　前記集水器と前記横引き管とを接続するエルボと、
　一端が前記集水器に接続され、他端が前記横引き管に接続されるオーバーフロー管と、
を備え、
　前記集水器は、
　上方に向けて開口する雨水流入口と、下方に向けて開口する雨水流出口と、が設けられ
た集水器本体と、
　前記集水器本体の側面から分岐し、内部が当該集水器本体の内部と連通し、先端部が取
出口とされた分岐管部と、
　前記取出口を開放自在に塞ぐ蓋部と、からなり、
　前記集水器本体の側面には、前記オーバーフロー管が取り付けられるオーバーフロー口
が設けられており、
　前記取出口の下端は、前記オーバーフロー口の下端よりも上方に位置するように構成さ
れている。
【０００７】
　したがって、取出口の下端が、オーバーフロー口の下端よりも上方に位置しているため
、集水器本体内に溜まった雨水は、取出口に達するよりも先にオーバーフロー口に達し、
取出口から雨水が溢れ出ることがない。よって、取出口から雨水が溢れ出ることを気にす
ることなく、屋根の下からメンテナンスを行うことができるため、降雨時でもメンテナン
スしやすい。
【０００８】
　好ましくは、
　前記オーバーフロー口の下端は、前記集水器本体の上下方向中央よりも上方に位置する
ように構成することが可能である。
【０００９】
　このように、オーバーフロー口の下端を、集水器本体の上下方向中央よりも上方に位置
させることによって、オーバーフロー口の下端が集水器本体の上下方向中央よりも下方に
位置する場合よりも、オーバーフロー管に雨水が流入する頻度を抑えることができるため
、オーバーフロー管が詰まりにくくなる。
【００１０】
　好ましくは、
　前記雨水流入口の面積は、前記雨水流出口の面積よりも大きいように構成することが可
能である。
【００１１】
　このように、雨水流入口の面積を、雨水流出口の面積よりも大きくすることによって、
雨水流入口の面積が雨水流出口の面積以下の場合よりも、雨水流出口から流出する雨水、
すなわちエルボに流入する雨水の流量・流速が大きくなり、エルボ内に溜まっている固形
物を横引き管へと押し流す力が増大するため、エルボが詰まりにくくなる。
【００１２】
　好ましくは、
　前記エルボ内を通過不能なサイズの固形物の前記集水器本体内への侵入は防止するが、
前記エルボ内を通過可能なサイズの固形物の前記集水器本体内への侵入は許容する侵入防
止部材を備えるように構成することが可能である。
【００１３】
　このように、侵入防止部材を、エルボ内を通過不能なサイズの固形物の集水器本体内へ
の侵入は防止するが、エルボ内を通過可能なサイズの固形物の集水器本体内への侵入は許
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容するように構成することによって、侵入防止部材の目詰まり防止と、エルボの詰まりが
不意に発生することの防止と、を両立することができる。
【００１４】
　好ましくは、
　前記侵入防止部材は、
　外形柱状をなし、
　前記集水器本体内に前記雨水流入口から抜き差し自在に設置されており、
　前記集水器本体内に設置された状態で、下端部が前記雨水流出口と前記分岐管部の基端
との間に配置され、上端部が前記雨水流入口よりも上方に配置されるように構成すること
が可能である。
【００１５】
　このように、侵入防止部材を、集水器本体内に雨水流入口から抜き差し自在に設置し、
当該侵入防止部材の下端部を、雨水流出口と分岐管部の基端との間に配置することによっ
て、侵入防止部材に引っ掛かっている固形物によって雨水がスムーズに流れない場合に迅
速かつ安全に対応することができる。
　また、侵入防止部材の上端部を、雨水流入口よりも上方に配置することによって、侵入
防止部材に引っ掛かっている固形物によって雨水が滞ってしまう不都合を発生しにくくす
ることができる。
【００１６】
　好ましくは、
　前記エルボは、当該エルボ内を視認可能な材料で形成されているように構成することが
可能である。
【００１７】
　このように、エルボを、当該エルボ内を視認可能な材料で形成することによって、樋部
材の外側からエルボ内に溜まっている固形物の量を確認することができる。したがって、
取出口を覗き込まなくても、エルボ内に溜まっている固形物の量を確認することができる
ため、当該確認を随時行うことが可能となる。
【００１８】
　好ましくは、
　前記オーバーフロー管は、少なくとも一部が、当該オーバーフロー管内を視認可能な材
料で形成されているように構成することが可能である。
【００１９】
　このように、オーバーフロー管の少なくとも一部を、当該オーバーフロー管内を視認可
能な材料で形成することによって、樋部材の外側からオーバーフロー管内を流れる雨水の
量を確認することができる。したがって、取出口を覗き込まなくても、集水器本体内に溜
まっている雨水の量を確認することができるため、当該確認を随時行うことが可能となる
。
【００２０】
　好ましくは、
　前記集水器には、前記集水器本体内に溜まった雨水を排水可能な排水口部が設けられて
いるように構成することが可能である。
【００２１】
　このように、集水器に、集水器本体内に溜まった雨水を排水可能な排水口部を設けるこ
とによって、集水器本体内に溜まっている雨水を排水口部から排水した後に、取出口から
固形物を取り出すことができるため、固形物が取り出しやすくなる。
【００２２】
　好ましくは、
　前記集水器を前記谷樋または前記軒樋に接続するための接続部材を備え、
　前記雨水流入口は、円形であり、
　前記接続部材は、環状部と、当該環状部の一端部から径方向に突出する庇部と、を有し
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、
　前記環状部の外面と前記雨水流入口の内面とには、ねじが切られており、
　前記集水器と前記接続部材とは、前記谷樋または前記軒樋を挟んだ状態で螺合すること
で当該谷樋または当該軒樋に接続されているように構成することが可能である。
【００２３】
　このように、集水器と接続部材とを、谷樋または軒樋を挟んだ状態で螺合することで谷
樋または軒樋に接続されるように構成することによって、集水器と接続部材とで谷樋また
は軒樋を挟み、その状態で集水器に対して接続部材をねじ込むだけで、集水器を谷樋また
は軒樋に接続することができるため、樋部材を容易に設置することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、降雨時でもメンテナンスしやすい樋部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本実施形態の樋部材が、駅のホームに設置された場合を例示する図である。
【図２】本実施形態の樋部材の構成の一例を示す図である。
【図３】本実施形態の樋部材が備える侵入防止部材の構成の一例を示す斜視図である。
【図４】本実施形態における樋部材の設置方法を説明するための図である。
【図５】従来の樋部材の構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図面を参照しつつ、本発明にかかる樋部材について説明する。なお、以下に述べる実施
形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発
明の範囲を以下の実施形態および図示例に限定するものではない。
【００２７】
　図１は、本実施形態の樋部材１が、駅のホームに設置された場合を例示している。
　このホームには支柱Ｈ１が立設されており、当該支柱Ｈ１は屋根（上屋）Ｈ２を支持し
ている。屋根Ｈ２には、雨水を集める谷樋Ｄ２が取り付けられている。また。支柱Ｈ１に
は、竪樋Ｄ１が取り付けられており、竪樋Ｄ１の下端部は、雨水ますにつながる排水管（
図示省略）に接続されている。そして、谷樋Ｄ２と竪樋Ｄ１との間に、樋部材１が設けら
れている。
【００２８】
　図２は、本実施形態の樋部材１の構成の一例を示す図であって、図２（ａ）は断面図で
あり、図２（ｂ）は平面図（上面図）である。
　樋部材１は、谷樋Ｄ２に接続される集水器１０と、集水器１０と竪樋Ｄ１との間に設置
される横引き管２０と、集水器１０と横引き管２０とを接続するエルボ３０と、一端が集
水器１０に接続され、他端が横引き管２０に接続されるオーバーフロー管４０と、集水器
１０内に配設されている侵入防止部材５０と、集水器１０を谷樋Ｄ２に接続するための接
続部材６０と、を備えて構成される。
　本実施形態の樋部材１においては、集水器１０と横引き管２０との接続部分が曲がって
いるため、当該接続部分（すなわちエルボ３０）の内部に落ち葉やコケ、泥などの固形物
が溜まりやすい。
【００２９】
　集水器１０は、上方に向けて開口する雨水流入口１１ａと下方に向けて開口する雨水流
出口１１ｂとが設けられた集水器本体１１と、集水器本体１１の側面から分岐して先端部
が取出口１２ａとされた分岐管部１２と、取出口１２ａを開放自在に塞ぐ蓋部１３と、集
水器本体１１の側面（本実施形態の場合、分岐管部１２の基端よりも下方の部分）から外
側に突出して集水器本体１１内に溜まった雨水を排水可能な排水口部１４と、からなり、
例えば樹脂によって形成されている。
【００３０】
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　集水器本体１１は、水平断面が略円形をなし、下方に向かって先すぼまり状に形成され
ている。すなわち、雨水流入口１１ａの面積は、雨水流出口１１ｂの面積よりも大きい。
したがって、雨水流入口１１ａの面積が雨水流出口１１ｂの面積と同等またはそれ未満の
場合よりも、雨水流出口１１ｂから流出する雨水、すなわちエルボ３０に流入する雨水の
流量・流速が大きくなり、エルボ３０内に溜まっている固形物を横引き管２０へと押し流
す力が増大するため、エルボ３０が詰まりにくくなる。
　ここで、樋部材１の排水処理能力向上の観点からは、雨水流入口１１ａの面積は大きい
ほど好ましいが、屋根Ｈ２や谷樋Ｄ２の負担軽減の観点からは、雨水流入口１１ａの面積
は小さいほど好ましい。そこで、本実施形態の樋部材１において、雨水流入口１１ａのサ
イズは、ゲリラ豪雨（例えば１０分間雨量が５０ｍｍ）にも対応できる排水処理能力を有
し、かつ、屋根Ｈ２や谷樋Ｄ２に負担が掛からないサイズ、具体的には直径２６０ｍｍに
設定されている。無論、雨水流入口１１ａのサイズは、直径２６０ｍｍに限定されるもの
ではなく、適宜変更可能である。
【００３１】
　集水器本体１１の側面には、オーバーフロー管４０が取り付けられるオーバーフロー口
１１ｃが設けられている。
　オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１は、集水器本体１１の上下方向中央よりも上方
に位置している。したがって、オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１が集水器本体１１
の上下方向中央よりも下方に位置する場合よりも、オーバーフロー管４０に雨水が流入す
る頻度を抑えることができるため、オーバーフロー管４０が詰まりにくくなる。すなわち
、雨水とともに落ち葉やコケ、泥などの固形物がオーバーフロー管４０へと流入してくる
ことがオーバーフロー管４０の詰まりの原因になるが、オーバーフロー管４０への雨水の
流入頻度を抑えることで、オーバーフロー管４０への固形物の流入頻度も抑えることがで
きるため、オーバーフロー管４０が詰まりにくくなる。
【００３２】
　分岐管部１２は、その内部が集水器本体１１の内部と連通している。したがって、分岐
管部１２の先端部（取出口１２ａ）を塞ぐ蓋部１３を外して取出口１２ａを開放状態にす
ることで、取出口１２ａから集水器本体１１内へと手を差し入れることができるため、取
出口１２ａから集水器本体１１内やエルボ３０内に溜まった固形物を取り出すことができ
る。
　ここで、取出口１２ａから固形物を取り出す際、集水器本体１１内に雨水が溜まってい
ると固形物が取り出しにくい。よって、集水器本体１１内に雨水が溜まっている場合には
、当該雨水を排水口部１４から排水した後に、取出口１２ａから固形物を取り出すことで
、固形物が取り出しやすくなる。
【００３３】
　また、分岐管部１２において、取出口１２ａの下端１２ａ１は、オーバーフロー口１１
ｃの下端１１ｃ１よりも上方に位置している。したがって、集水器本体１１内に溜まった
雨水は、取出口１２ａに達するよりも先にオーバーフロー口１１ｃに達し、取出口１２ａ
から雨水が溢れ出ることがない。よって、取出口１２ａから雨水が溢れ出ることを気にす
ることなく、屋根Ｈ２の下からメンテナンスを行うことができるため、降雨時でもメンテ
ナンスしやすい。
【００３４】
　また、分岐管部１２において、取出口１２ａとされた分岐管部１２の先端部は、斜め上
方を向いている。したがって、メンテナンスしやすい。
　すなわち、固形物は取出口１２ａの斜め下方（エルボ３０内や集水器本体１１内）に溜
まるため、取出口１２ａが斜め上以外（真上、真横、斜め下、真下）を向いている場合に
は、取出口１２ａを覗き込んでも詰まり箇所の確認はできないが、取出口１２ａを斜め上
方に向けることで、取出口１２ａから詰まり箇所を確認することが可能となる。また、取
出口１２ａを斜め上方に向けることで、取出口１２ａから当該取出口１２ａの斜め下方（
エルボ３０内や集水器本体１１内）へと手を差し入れやすくなるため、取出口１２ａの斜
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め下方に溜まっている固形物が取り出しやすくなる。
　なお、本実施形態の場合、取出口１２ａは、斜め４５度上方を向いているが、取出口１
２ａが斜め上方を向く角度は適宜変更可能である。
【００３５】
　エルボ３０は、当該エルボ３０内を視認可能な材料（例えば透明樹脂）で形成されてい
る。よって、樋部材１の外側からエルボ３０内に溜まっている固形物の量を確認すること
ができる。したがって、取出口１２ａを覗き込まなくても、駅のホーム上からエルボ３０
内に溜まっている固形物の量を確認することができるため、当該確認を随時行うことが可
能となる。
　なお、本実施形態では、エルボ３０の角度を９０°としたが、エルボ３０の角度は適宜
変更可能である。すなわち、本実施形態では、横引き管２０は水平に配置されているが、
これに限定されるものではなく、横引き管２０は、例えば斜めに配置されていてもよい。
【００３６】
　オーバーフロー管４０は、少なくとも一部（例えばエルボ部分）が、当該オーバーフロ
ー管４０内を視認可能な材料（例えば透明樹脂）で形成されている。よって、樋部材１の
外側からオーバーフロー管４０内を流れる雨水の量を確認することができる。したがって
、取出口１２ａを覗き込まなくても、駅のホーム上から集水器本体１１内に溜まっている
雨水の量を確認することができるため、当該確認を随時行うことが可能となる。
　なお、本実施形態では、オーバーフロー管４０のエルボ部分の角度を９０°としたが、
当該エルボ部分の角度は適宜変更可能である。
【００３７】
　図３は、本実施形態の樋部材１が備える侵入防止部材５０の構成の一例を示す斜視図で
ある。
　侵入防止部材５０は、外形柱状をなし、集水器本体１１内に雨水流入口１１ａから抜き
差し自在に設置されている。
【００３８】
　そして、侵入防止部材５０は、エルボ３０内を通過不能なサイズの固形物の集水器本体
１１内への侵入は防止するが、エルボ３０内を通過可能なサイズの固形物の集水器本体１
１内への侵入は許容するように構成されている。ここで、「エルボ３０内を通過不能なサ
イズの固形物」とは、例えば、空き缶などである。また、「エルボ３０内を通過可能なサ
イズの固形物」とは、例えば、落ち葉やコケ、泥などである。
　具体的には、侵入防止部材５０は、例えば細い金属棒からなり、図３に示すように、リ
ング部材と当該リング部材内に放射状に配置された複数の棒状部材とからなる２つの底面
部５１と、対向する底面部５１同士を連結する複数の棒状部材からなる側面部５２と、を
有する。そして、側面部５２における棒状部材同士の間隔は、エルボ３０内を通過不能な
サイズの固形物は通過できないが、エルボ３０内を通過可能なサイズの固形物は通過でき
る間隔に設定されている。
【００３９】
　このように、侵入防止部材５０を、エルボ３０内を通過不能なサイズの固形物の集水器
本体１１内への侵入は防止するが、エルボ３０内を通過可能なサイズの固形物の集水器本
体１１内への侵入は許容するように構成することによって、侵入防止部材５０の目詰まり
防止と、エルボ３０の詰まりが不意に発生することの防止と、を両立することができる。
　すなわち、侵入防止部材が、大小様々な固形物の集水器本体１１内への侵入を防止する
ように構成されていると、大小様々な固形物が侵入防止部材の表面で折り重なって当該侵
入防止部材が目詰まりしてしまう不都合が発生しやすくなる。これに対し、そもそも侵入
防止部材を備えなければ、このような不都合は発生しないが、ひとたびエルボ３０内を通
過不能なサイズの固形物が集水器本体１１内へ侵入すると、直ちにエルボ３０が詰まって
しまう不都合が発生する。したがって、侵入防止部材５０を、エルボ３０内を通過不能な
サイズの固形物の集水器本体１１内への侵入は防止するが、エルボ３０内を通過可能なサ
イズの固形物の集水器本体１１内への侵入は許容するように構成し、当該侵入防止部材５
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０によって固形物を分別することによって、侵入防止部材５０の目詰まり防止と、エルボ
３０の詰まりが不意に発生することの防止と、を両立することができる。
　なお、侵入防止部材５０は、エルボ３０内を通過不能なサイズの固形物の集水器本体１
１内への侵入は防止するが、エルボ３０内を通過可能なサイズの固形物の集水器本体１１
内への侵入は許容するように構成されているのであれば、その形状や材料などは適宜変更
可能であり、例えば、パンチング板や網板などで形成されていてもよい。
【００４０】
　そして、侵入防止部材５０は、集水器本体１１内に設置された状態で、下端部が雨水流
出口１１ｂと分岐管部１２の基端との間に配置され、上端部が雨水流入口１１ａよりも上
方に配置されている。
　具体的には、侵入防止部材５０は、例えば、集水器本体１１の内部のうちの雨水流出口
１１ｂと分岐管部１２の基端との間に設けられた複数の突起片１１ｄ上に載置されており
、その載置された状態において、当該侵入防止部材５０の上端の上下方向の位置が、谷樋
Ｄ２の上端の上下方向の位置と略一致している。
【００４１】
　このように、侵入防止部材５０を、集水器本体１１内に雨水流入口１１ａから抜き差し
自在に設置し、当該侵入防止部材５０の下端部を、雨水流出口１１ｂと分岐管部１２の基
端との間に配置することによって、侵入防止部材５０に引っ掛かっている固形物（エルボ
内を通過不能なサイズの固形物等）によって雨水がスムーズに流れない場合に迅速かつ安
全に対応することができる。
　すなわち、侵入防止部材５０を、集水器本体１１内に雨水流入口１１ａから抜き差し自
在に設置し、当該侵入防止部材５０の下端部を、雨水流出口１１ｂと分岐管部１２の基端
との間に配置することによって、取出口１２ａから手を差し入れて侵入防止部材５０を揺
り動かすこと、つまり、屋根Ｈ２の上に登らなくても屋根Ｈ２の下から侵入防止部材５０
を揺り動かすことができる。そして、侵入防止部材５０に固形物が引っ掛かっている場合
、侵入防止部材５０を揺り動かすことによって、当該固形物を退かすことが可能となる。
したがって、屋根Ｈ２の下から侵入防止部材５０に引っ掛かっている固形物を退かすこと
ができるので、侵入防止部材５０に引っ掛かっている固形物によって雨水がスムーズに流
れない場合に迅速かつ安全に対応することができる。
【００４２】
　また、侵入防止部材５０の上端部を、雨水流入口１１ａよりも上方に配置することによ
って、侵入防止部材５０に引っ掛かっている固形物によって雨水が滞ってしまう不都合を
発生しにくくすることができる。
　すなわち、侵入防止部材５０の上端部を、雨水流入口１１ａよりも上方に配置すること
によって、集水器１０と侵入防止部材５０との間に落ち葉等の固形物が溜まっても、雨水
は侵入防止部材５０の上端部から流入することができるため、侵入防止部材５０に引っ掛
かっている固形物によって雨水が滞ってしまう不都合を発生しにくくすることができる。
　また、侵入防止部材５０の上端部を、雨水流入口１１ａよりも上方に配置することによ
って、ビニール袋等の固形物が雨水流入口１１ａに被さっても当該固形物は侵入防止部材
５０によって持ち上げられた状態になる。当該固形物が持ち上げられている分、当該固形
物と雨水流入口１１ａとの間に隙間ができるため、侵入防止部材５０に引っ掛かっている
固形物によって雨水が滞ってしまう不都合を発生しにくくすることができる。
【００４３】
　接続部材６０は、環状部６１と、当該環状部６１の一端部（上端部）から径方向に突出
する庇部６２と、を有している。
　環状部６１の外径は、円形の雨水流入口１１ａの内径と略同一に設定されている。
　そして、環状部６１の外面と雨水流入口１１ａの内面とには、ねじが切られており、集
水器１０と接続部材６０とは、谷樋Ｄ２を挟んだ状態で螺合することで当該谷樋Ｄ２に接
続されている。
【００４４】
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　図４は、本実施形態における樋部材１の設置方法を説明するための図である。
　まず、図４（ａ）に示すように、谷樋Ｄ２にホールソー等で孔をあけ、その孔に上方か
ら接続部材６０を嵌めるとともに、接続部材６０に下方からパッキン７０を取り付ける。
　次いで、図４（ｂ）に示すように、接続部材６０にねじ込み用棒Ｓを取り付ける。
　次いで、図４（ｃ）に示すように、エルボ３０やオーバーフロー管４０が取り付けられ
た集水器１０を谷樋Ｄ２の下方に配置する。
　次いで、集水器１０を持ち上げながら、ねじ込み用棒Ｓを用いて集水器１０に対し接続
部材６０をねじ込む。
　そして、侵入防止部材５０を集水器１０内に配設するとともに、横引き管２０によって
集水器１０と竪樋Ｄ１とを接続する。
　これにより、屋根Ｈ２に取り付けられた谷樋Ｄ２と、当該屋根Ｈ２を支持する支柱Ｈ１
に取り付けられた竪樋Ｄ１と、の間に樋部材１を設置することができる。
【００４５】
　以上説明した本実施形態の樋部材１によれば、屋根Ｈ２に取り付けられた谷樋Ｄ２と、
当該屋根Ｈ２を支持する支柱Ｈ１に取り付けられた竪樋Ｄ１と、の間に設けられる樋部材
であって、谷樋Ｄ２に接続される集水器１０と、集水器１０と竪樋Ｄ１との間に設置され
る横引き管２０と、集水器１０と横引き管２０とを接続するエルボ３０と、一端が集水器
１０に接続され、他端が横引き管２０に接続されるオーバーフロー管４０と、を備え、集
水器１０は、上方に向けて開口する雨水流入口１１ａと下方に向けて開口する雨水流出口
１１ｂとが設けられた集水器本体１１と、集水器本体１１の側面から分岐し、内部が当該
集水器本体１１の内部と連通し、先端部が取出口１２ａとされた分岐管部１２と、取出口
１２ａを開放自在に塞ぐ蓋部１３と、からなり、集水器本体１１の側面には、オーバーフ
ロー管４０が取り付けられるオーバーフロー口１１ｃが設けられており、取出口１２ａの
下端１２ａ１は、オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１よりも上方に位置するように構
成されている。
【００４６】
　したがって、取出口１２ａの下端１２ａ１が、オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１
よりも上方に位置しているため、集水器本体１１内に溜まった雨水は、取出口１２ａに達
するよりも先にオーバーフロー口１１ｃに達し、取出口１２ａから雨水が溢れ出ることが
ない。よって、取出口１２ａから雨水が溢れ出ることを気にすることなく、屋根の下から
メンテナンスを行うことができるため、降雨時でもメンテナンスしやすい。
　なお、集水器１０は、谷樋Ｄ２ではなく、軒樋に接続されてもよい。また、樋部材１は
、駅のホーム以外の場所にも設置可能である。
　また、集水器本体１１は、水平断面が略円形をなすものに限定されず、水平断面が多角
形をなすものであってもよい。
【００４７】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１は、集
水器本体１１の上下方向中央よりも上方に位置するように構成することが可能である。
【００４８】
　このように、オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１を、集水器本体１１の上下方向中
央よりも上方に位置させることによって、オーバーフロー口１１ｃの下端１１ｃ１が集水
器本体１１の上下方向中央よりも下方に位置する場合よりも、オーバーフロー管４０に雨
水が流入する頻度を抑えることができるため、オーバーフロー管４０が詰まりにくくなる
。
【００４９】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、雨水流入口１１ａの面積は、雨水流出口１１ｂ
の面積よりも大きいように構成することが可能である。
【００５０】
　このように、雨水流入口１１ａの面積を、雨水流出口１１ｂの面積よりも大きくするこ
とによって、雨水流入口１１ａの面積が雨水流出口１１ｂの面積以下の場合よりも、雨水
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流出口１１ｂから流出する雨水、すなわちエルボ３０に流入する雨水の流量・流速が大き
くなり、エルボ３０内に溜まっている固形物を横引き管２０へと押し流す力が増大するた
め、エルボ３０が詰まりにくくなる。
【００５１】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、エルボ３０内を通過不能なサイズの固形物の集
水器本体１１内への侵入は防止するが、エルボ３０内を通過可能なサイズの固形物の集水
器本体１１内への侵入は許容する侵入防止部材５０を備えるように構成することが可能で
ある。
【００５２】
　このように、侵入防止部材５０を、エルボ３０内を通過不能なサイズの固形物の集水器
本体１１内への侵入は防止するが、エルボ３０内を通過可能なサイズの固形物の集水器本
体１１内への侵入は許容するように構成することによって、侵入防止部材５０の目詰まり
防止と、エルボ３０の詰まりが不意に発生することの防止と、を両立することができる。
【００５３】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、侵入防止部材５０は、外形柱状をなし、集水器
本体１１内に雨水流入口１１ａから抜き差し自在に設置されており、集水器本体１１内に
設置された状態で、下端部が雨水流出口１１ｂと分岐管部１２の基端との間に配置され、
上端部が雨水流入口１１ａよりも上方に配置されるように構成することが可能である。
【００５４】
　このように、侵入防止部材５０を、集水器本体１１内に雨水流入口１１ａから抜き差し
自在に設置し、当該侵入防止部材５０の下端部を、雨水流出口１１ｂと分岐管部１２の基
端との間に配置することによって、侵入防止部材５０に引っ掛かっている固形物によって
雨水がスムーズに流れない場合に迅速かつ安全に対応することができる。
　また、侵入防止部材５０の上端部を、雨水流入口１１ａよりも上方に配置することによ
って、侵入防止部材５０に引っ掛かっている固形物によって雨水が滞ってしまう不都合を
発生しにくくすることができる。
　なお、本実施形態では、外形円柱状の侵入防止部材５０を用いたが、侵入防止部材５０
は、外形角柱状をなしていてもよい。
【００５５】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、エルボ３０は、当該エルボ３０内を視認可能な
材料で形成されているように構成することが可能である。
【００５６】
　このように、エルボ３０を、当該エルボ３０内を視認可能な材料で形成することによっ
て、樋部材１の外側からエルボ３０内に溜まっている固形物の量を確認することができる
。したがって、取出口１２ａを覗き込まなくても、エルボ３０内に溜まっている固形物の
量を確認することができるため、当該確認を随時行うことが可能となる。
【００５７】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、オーバーフロー管４０は、少なくとも一部が、
当該オーバーフロー管４０内を視認可能な材料で形成されているように構成することが可
能である。
【００５８】
　このように、オーバーフロー管４０の少なくとも一部を、当該オーバーフロー管４０内
を視認可能な材料で形成することによって、樋部材１の外側からオーバーフロー管４０内
を流れる雨水の量を確認することができる。したがって、取出口１２ａを覗き込まなくて
も、集水器本体１１内に溜まっている雨水の量を確認することができるため、当該確認を
随時行うことが可能となる。
【００５９】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、集水器１０には、集水器本体１１内に溜まった
雨水を排水可能な排水口部１４が設けられているように構成することが可能である。
【００６０】
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　このように、集水器１０に、集水器本体１１内に溜まった雨水を排水可能な排水口部１
４を設けることによって、集水器本体１１内に溜まっている雨水を排水口部１４から排水
した後に、取出口１２ａから固形物を取り出すことができるため、固形物が取り出しやす
くなる。
【００６１】
　また、本実施形態の樋部材１によれば、集水器１０を谷樋Ｄ２に接続するための接続部
材６０を備え、雨水流入口１１ａは、円形であり、接続部材６０は、環状部６１と、当該
環状部６１の一端部から径方向に突出する庇部６２と、を有し、環状部６１の外面と雨水
流入口１１ａの内面とには、ねじが切られており、集水器１０と接続部材６０とは、谷樋
Ｄ２を挟んだ状態で螺合することで当該谷樋Ｄ２に接続されているように構成することが
可能である。
【００６２】
　このように、集水器１０と接続部材６０とを、谷樋Ｄ２を挟んだ状態で螺合することで
谷樋Ｄ２に接続されるように構成することによって、集水器１０と接続部材６０とで谷樋
Ｄ２を挟み、その状態で集水器１０に対して接続部材６０をねじ込むだけで、集水器１０
を谷樋Ｄ２に接続することができるため、樋部材１を容易に設置することができる。
【００６３】
　上記の実施形態において、添付図面に図示されている構成等については、あくまで一例
であり、これらに限定されるものではなく、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更す
ることが可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更し
て実施することが可能である。
【符号の説明】
【００６４】
１　樋部材
１０　集水器
１１　集水器本体
１１ａ　雨水流入口
１１ｂ　雨水流出口
１１ｃ　オーバーフロー口
１１ｃ１　（オーバーフロー口の）下端
１２　分岐管部
１２ａ　取出口
１２ａ１　（取出口の）下端
１３　蓋部
１４　排水口部
２０　横引き管
３０　エルボ
４０　オーバーフロー管
５０　侵入防止部材
６０　接続部材
６１　環状部
６２　庇部
Ｄ１　竪樋
Ｄ２　谷樋
Ｈ１　支柱
Ｈ２　屋根
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