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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集められた雨水(55)を雨水貯留部(11,51)に導く流入通路(12,52,92)と、
　前記流入通路(12,52,92)のうち前記雨水(55)が前記雨水貯留部(11,51)に流入する直前
の鉛直管(13)又は鉛直枡(56,96)の途中に鉛直方向に延びて設けられた通水性を有する筒
体(14,62)と、
　上端が開口しかつ下端が閉止され前記筒体(14,62)内部に収容されるか又は前記筒体(14
,62)外部を被覆し前記雨水(55)を通過させつつ前記雨水(55)中の塵埃を捕集する袋状のフ
ィルタ(16,63)と、
　前記鉛直管(13)又は前記鉛直枡(56,96)に設けられた前記筒体(14,62)及び前記フィルタ
(16,63)を前記鉛直管(13)又は前記鉛直枡(56,96)から取出すとともに前記鉛直管(13)又は
前記鉛直枡(56,96)に収容するために前記鉛直管(13)又は前記鉛直枡(56,96)に設けられた
着脱手段(17,64)と
　を備え、
　前記着脱手段(17,64)が、前記筒体(14,62)の上部に離脱可能に遊挿される雨水案内管(2
6)又は筒状の雨水案内部材(68)を有し、
　前記筒体(14,62)の内周面と前記雨水案内管(26)又は前記雨水案内部材(68)の外周面と
により囲まれるリング状通路(30,70)はその通水許容量が前記流入通路(12,52,92)の通水
最大量に相応する横断面積を有するように構成された
　ことを特徴とする流入通路の雨水濾過装置。
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【請求項２】
　前記鉛直管(13)が上部鉛直管(13a)と下部鉛直管(13b)により構成され、前記上部鉛直管
(13a)と前記下部鉛直管(13b)との間に着脱手段(17)が設けられ、
　前記着脱手段(17)は、下端が前記下部鉛直管(13b)の上端に接続され上端が前記下部鉛
直管(13b)より大径に形成され前記鉛直管(13)の一部を構成する漏斗状の固定管(22)と、
前記固定管(22)内に設けられ前記筒体(14)が載る通水板(23)と、下端が前記固定管(22)の
上部に離脱可能に遊挿され上端が前記上部鉛直管(13a)の下端に遊嵌され前記鉛直管(13)
の一部を構成する可動管(24)と、前記可動管(24)と一体的に設けられ前記通水板(23)上の
前記筒体(14)の上部に離脱可能に遊挿されるとともに前記上部鉛直管(13a)に遊嵌可能に
構成された前記雨水案内管(26)とを有し、
　前記可動管(24)を前記雨水案内管(26)とともに前記上部鉛直管(13a)に沿って引上げる
ことにより前記筒体(14)及びフィルタ(16)を前記固定管(22)内から取出し可能であって前
記固定管(22)に収容可能に構成された請求項１記載の流入通路の雨水濾過装置。
【請求項３】
　前記流入通路(52,92)は、水平方向に延びて地中に埋設された水平管(53)と、上端が地
表に露出するように埋設され前記水平管(53)が接続された有底の上部枡(54)と、前記上部
枡(54)の底部に上部が接続され前記水平管(53)から供給される雨水(55)を上端開口部(56a
,96a)から流下させて雨水貯留部(51)に供給する筒状の鉛直枡(56,96)とを有し、
　前記着脱手段(64)は、前記鉛直枡(56,96)の途中内面又は下端に固着され前記筒体(62)
が載る通水板(66)又は底板(97)と、前記通水板(66)又は底板(97)に載せた前記筒体(62)の
上端より上方に位置するように前記鉛直枡(56,96)の内面に固着されたリング状の受け部
材(67)と、上端が前記受け部材(67)に載り下端が前記筒体(62)の上部に遊挿される筒状の
前記雨水案内部材(68)とを有し、
　前記受け部材(67)の内径が前記筒体(62)の外径より大きく形成され、前記雨水案内部材
(68)を前記鉛直枡(56,96)から取外すことにより前記筒体(62)及びフィルタ(63)を前記鉛
直枡(56,96)から取出し可能であって前記鉛直枡(56,96)に収容可能に構成された請求項１
記載の流入通路の雨水濾過装置。
【請求項４】
　通水性を有する前記筒体(14,62)が多孔質材、孔あき部材、硬質ネット又はスリット部
材により形成された請求項１ないし３いずれか１項に記載の流入通路の雨水濾過装置。
【請求項５】
　前記フィルタ(16,63)が筒状に形成され、前記フィルタ(16,63)の下端が下側バンド(21,
71)で開放可能に閉じられる請求項１ないし３いずれか１項に記載の流入通路の雨水濾過
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家屋やビルディング等の建物の樋を流下する雨水や、地表面に降って側溝等
を流下する雨水を集めて雨水貯留部に貯留するとき、雨水が雨水貯留部に流入する直前の
流入通路で雨水を濾過して雨水中の細かい塵埃を最終的に除去する装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の雨水濾過装置として、器枠で形成された雨水枡の中に、複数の配管接続
部材を組合せて形成された配管ユニットと、この配管ユニットの接続口に装着固定された
濾過袋とが配設された濾過装置付き雨水枡が開示されている（例えば、特許文献１参照。
）。この濾過装置付き雨水枡では、雨水が縦樋に接続された配管接続部材の一方の接続口
から流入し、雨水枡の底に固定された配管接続部材の接続口から排出されるように構成さ
れる。また配管ユニットに高低差を持たせた２つの接続口が設けられ、これらの接続口に
濾過袋がそれぞれ装着固定される。
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【０００３】
　このように構成された濾過袋付き雨水枡では、下段の濾過袋が目詰まりしても、上段の
濾過袋に雨水が流入するので、雨水枡を樹木の多い場所に設置しても、或いは台風が到来
しても、全ての流路が閉塞されるおそれは比較的低い。この結果、初期雨水中のゴミを除
去できるだけでなく、ゴミの種類や形状及び降雨時の条件に左右されることなく、雨水中
のゴミを濾過材で常に濾過できるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１３４８８号公報（請求項１、段落［０００７］、段落［
００１０］～［００１２］、図１、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記従来の特許文献１に示された濾過装置付き雨水枡では、比較的長期間にわ
たって繰返し降雨があると、濾過袋が次第に目詰まりして通水性が失われ、その結果、し
ばしば上方の縦樋や枡から溢水して、雨水の収集が円滑に行われないなどの障害が発生す
る。また、上記従来の特許文献１に示された濾過装置付き雨水枡では、内部の雨水が漏れ
ないように雨水枡が器枠で密閉された直方体の箱状に形成されるとともに、縦樋に固定さ
れた配管ユニットのうち雨水枡の内部に位置する配管接続部材に濾過袋が取付けられてい
るため、濾過袋が目詰まりしたときに、例えば雨水枡の上壁を工具を用いて取外した後に
、雨水枡内の配管ユニットの配管接続部材から濾過袋を取外さなければならず、濾過袋の
洗浄又は交換に多くの工数を要する不具合があった。更に、上記従来の特許文献１に示さ
れた濾過装置付き雨水枡では、配管ユニット及び濾過袋を収容した比較的大きな雨水枡を
縦樋に設置するため、比較的広い設置スペースを確保しなければならないという問題点も
あった。
【０００６】
　本発明の目的は、フィルタが目詰まりして通水性が低下したり、或いは雨水量がフィル
タによる濾過量を越えても、流入通路の雨水流下能力が大きく損なわれることなく、従っ
て常に一定の雨水収集性能を維持することができる、流入通路の雨水濾過装置を提供する
ことにある。本発明の別の目的は、長期にわたる繰返しの降雨でフィルタの通水性能が著
しく低下したときに、鉛直管又は鉛直枡内に収容されたフィルタを極めて容易に洗浄又は
交換することができる、流入通路の雨水濾過装置を提供することにある。本発明の更に別
の目的は、比較的僅かな設置スペースの増大で済むか、或いは設置スペースを全く増大さ
せずに済む、流入通路の雨水濾過装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の観点は、図１～図４に示すように、集められた雨水を雨水貯留部１１に
導く流入通路１２と、流入通路１２のうち雨水が雨水貯留部１１に流入する直前の鉛直管
１３又は鉛直枡の途中に鉛直方向に延びて設けられた通水性を有する筒体１４と、上端が
開口しかつ下端が閉止され筒体１４内部に収容されるか又は筒体１４外部を被覆し雨水を
通過させつつ雨水中の塵埃を捕集する袋状のフィルタ１６と、鉛直管１３又は鉛直枡に設
けられた筒体１４及びフィルタ１６を鉛直管１３又は鉛直枡から取出すとともに鉛直管１
３又は鉛直枡に収容するために鉛直管１３又は鉛直枡に設けられた着脱手段１７とを備え
、着脱手段１７が、筒体１４の上部に離脱可能に遊挿される雨水案内管２６又は筒状の雨
水案内部材を有し、筒体１４の内周面と雨水案内管２６又は雨水案内部材の外周面とによ
り囲まれるリング状通路３０はその通水許容量が流入通路１２の通水最大量に相応する横
断面積を有するように構成されたことを特徴とする流入通路の雨水濾過装置である。
【０００８】
　本発明の第２の観点は、第１の観点に基づく発明であって、更に図１～図４に示すよう
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に、鉛直管１３が上部鉛直管１３ａと下部鉛直管１３ｂにより構成され、上部鉛直管１３
ａと下部鉛直管１３ｂとの間に着脱手段１７が設けられ、着脱手段１７は、下端が下部鉛
直管１３ｂの上端に接続され上端が下部鉛直管１３ｂより大径に形成され鉛直管１３の一
部を構成する漏斗状の固定管２２と、固定管２２内に設けられ筒体１４が載る通水板２３
と、下端が固定管２２の上部に離脱可能に遊挿され上端が上部鉛直管１３ａの下端に遊嵌
され鉛直管１３の一部を構成する可動管２４と、可動管２４と一体的に設けられ通水板２
３上の筒体１４の上部に離脱可能に遊挿されるとともに上部鉛直管１３ａに遊嵌可能に構
成された雨水案内管２６とを有し、可動管２４を雨水案内管２６とともに上部鉛直管１３
ａに沿って引上げることにより筒体１４及びフィルタ１６を固定管２２内から取出し可能
であって固定管２２に収容可能に構成されたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第３の観点は、第１の観点に基づく発明であって、更に図７～図１０に示すよ
うに、流入通路５２は、水平方向に延びて地中に埋設された水平管５３と、上端が地表に
露出するように埋設され水平管５３が接続された有底の上部枡５４と、上部枡５４の底部
に上部が接続され水平管５３から供給される雨水５５を上端開口部５６ａから流下させて
雨水貯留部５１に供給する筒状の鉛直枡５６とを有し、着脱手段６４は、鉛直枡５６の途
中内面又は下端に固着され筒体６２が載る通水板６６又は底板と、通水板６６又は底板に
載せた筒体６２の上端より上方に位置するように鉛直枡５６の内面に固着されたリング状
の受け部材６７と、上端が受け部材６７に載り下端が筒体６２の上部に遊挿される筒状の
雨水案内部材６８とを有し、受け部材６７の内径が筒体６２の外径より大きく形成され、
雨水案内部材６８を鉛直枡５６から取外すことにより筒体６２及びフィルタ６３を鉛直枡
５６から取出し可能であって鉛直枡５６に収容可能に構成されたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第４の観点は、第１ないし第３の観点に基づく発明であって、更に図１に示す
ように、通水性を有する筒体１４が多孔質材、孔あき部材、硬質ネット又はスリット部材
により形成されたことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第５の観点は、第１ないし第３の観点に基づく発明であって、更に図１に示す
ように、フィルタ１６が筒状に形成され、フィルタ１６の下端が下側バンド２１で開放可
能に閉じられることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の第１の観点の雨水濾過装置では、筒体の内周面と雨水案内管又は雨水案内部材
の外周面とにより囲まれるリング状通路の通水許容量が流入通路の通水最大量に相応する
横断面積を有するように、上記リング状通路を構成したので、大雨により大量の雨水が流
下して、一部の雨水がフィルタを通過するけれども、残りの雨水がフィルタを通過できな
い事態が生じても、雨水が流入通路の上方の樋等から溢れるような状況を回避することが
できる。即ち、雨量が著しく多い場合に、リング状通路から溢水して雨水貯留部へと導か
れるので、常に雨水の流下性能を維持することができる。また、このように大雨に伴って
リング状通路から雨水が溢れても、塵埃の多くが降雨初期にフィルタで捕捉されており、
雨が本降りになる時点では、雨水は極めて清浄になっているため、雨水貯留部に貯留され
る雨水の水質への影響は殆どない。更にフィルタが目詰まりして通水性が低下しても、流
入通路の雨水流下能力が大きく損なわれることがなく、常に一定の雨水収集性能を維持す
ることができる。なお、フィルタが目詰まりすると、筒体及びフィルタを着脱手段により
鉛直管等から取出して洗浄又は交換した後に、フィルタ付き筒体を着脱手段により鉛直管
等に収容する。このようにフィルタの目詰まり時に、鉛直管等に収容されたフィルタを極
めて容易に洗浄又は交換することができる。
【００１３】
　配管ユニット及び濾過袋を収容した比較的大きな雨水枡を縦樋に設置するため広い設置
スペースを確保しなければならない従来の濾過装置付き雨水枡と比較して、本発明の第２
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の観点の雨水濾過装置では、筒体及びフィルタを収容可能であって所定の雨水流量を確保
できるように固定管及び可動管の直径を鉛直管の直径より大きくするだけであるので、比
較的僅かな設置スペースの増大で済む。
【００１４】
　配管ユニット及び濾過袋を収容した比較的大きな雨水枡を縦樋に設置するため広い設置
スペースを確保しなければならない従来の濾過装置付き雨水枡と比較して、本発明の第３
の観点の雨水濾過装置では、筒体及びフィルタが既設の鉛直枡内に収まるので、設置スペ
ースを全く増大させずに済む。
【００１５】
　本発明の第４の観点の雨水濾過装置では、筒体を、多孔質材、孔あき部材、硬質ネット
又はスリット部材により形成したので、比較的容易に通水性を有する筒体を得ることがで
きる。
【００１６】
　本発明の第５の観点の雨水濾過装置では、フィルタを筒状に形成し、フィルタの下端を
下側バンドで開放可能に閉じたので、フィルタの耐久性が限界に達する以前の状態であれ
ば、フィルタは長期にわたって交換する必要はなく、下側バンドを外してフィルタを筒体
とともに洗浄することによって、濾過性能を容易に回復させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明第１実施形態の雨水濾過装置を示す図４のＡ部拡大縦断面図である。
【図２】その雨水濾過装置の可動管を雨水案内管とともに引上げた状態を示す図１に対応
する断面図である。
【図３】その雨水濾過装置から筒体及びフィルタを取出している状態を示す図１に対応す
る断面図である。
【図４】その雨水濾過装置を含む雨水貯留装置の縦断面構成図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】その雨水貯留装置のコンクリート製枠体の斜視図である。
【図７】本発明第２実施形態の雨水濾過装置を示す図１０のＣ部拡大縦断面図である。
【図８】その雨水濾過装置の雨水案内部材を鉛直枡から取外している状態を示す図７に対
応する断面図である。
【図９】その雨水濾過装置の筒体及びフィルタを鉛直枡から取出している状態を示す図７
に対応する断面図である。
【図１０】その雨水濾過装置を含む除塵管理枡の縦断面構成図である。
【図１１】本発明第３実施形態の雨水濾過装置を示す図１２のＤ部拡大縦断面図である。
【図１２】その雨水濾過装置を含む除塵管理枡の縦断面構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に本発明を実施するための形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　＜第１の実施の形態＞
　図１及び図４に示すように、雨水濾過装置１０は、集められた雨水を雨水貯留部１１に
導く流入通路１２と、流入通路１２のうち雨水が雨水貯留部１１に流入する直前の鉛直管
１３の途中に鉛直方向に延びて設けられた筒体１４と、上端が開口しかつ下端が閉止され
た袋状のフィルタ１６と、鉛直管１３に設けられた筒体１４及びフィルタ１６を鉛直管１
３から取出すとともに鉛直管１３に収容するために鉛直管１３に設けられた着脱手段１７
とを備える。例えば、家屋の屋根に降った雨は軒樋（図示せず）に集められ、この集めら
れた雨水は縦樋（図示せず）を流下し、更に流入通路１２を通って雨水貯留部１１に貯留
される。流入通路１２は、この実施の形態では、一端が縦樋の下端に接続され他端が雨水
貯留部１１の上方に位置する水平管１８と、一端が水平管１８の他端に接続され他端が雨
水貯留部１１に挿入された上記鉛直管１３とを有する。この鉛直管１３は上部鉛直管１３
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ａと下部鉛直管１３ｂにより構成され、上部鉛直管１３ａの下端と下部鉛直管１３ｂの上
端との間には所定の間隔が形成される。
【００２０】
　なお、軒樋と縦樋との接続部には、雨水とともに流れてくる木の葉や小枝等の大きなゴ
ミを除去する網目の比較的大きい網板（図示せず）が設けられる。また、縦樋の途中には
、砂等の比較的小さいゴミを除去する雨水分流具（図示せず）を設けることが好ましい。
この雨水分流具は、図示しないが、上部縦樋の内周面に沿って流下した雨水を受けるリン
グ状の凹溝と、この凹溝の底部に周方向に並んで形成され凹溝内の雨水を下水道に導く複
数の通孔と、下方に向うに従って内径が小さくなるテーパ状に形成され凹溝から溢れた雨
水を下部縦樋に導く内周壁とを備える。この分流具では、降雨初期の小雨時に屋根に積も
った砂等を多く含む雨水が分流具の通孔を通って全て下水道に流れ、降雨強度が増大する
と、比較的清浄な雨水が凹溝から溢れて分流具の内周壁を通って下部縦樋を流下するよう
に構成される。
【００２１】
　一方、筒体１４は、通水性を有する多孔質材（例えば、多孔質のセラミック管）、孔あ
き部材（例えば、複数の孔が形成された塩化ビニル等のプラスチック管、）、硬質ネット
（例えば、プラスチック製の肉厚のネットを円筒状に形成したもの）又はスリット部材（
例えば、長手方向に延びる複数のスリットが形成された塩化ビニル等のプラスチック管）
により円筒状に形成される。この筒体１４の内径は鉛直管１３の外径及び後述する雨水案
内管２６の外径より大きく形成される。即ち、筒体１４の内周面と雨水案内管２６の外周
面との間にはリング状通路３０が設けられ（図１）、雨水案内管２６は筒体１４に遊挿可
能に構成される。筒体１４の高さは上部鉛直管１３ａの下端と下部鉛直管１３ｂの上端と
の間の所定の間隔より小さく形成される。またフィルタ１６は不織布又は織布により円筒
状に形成される。フィルタ１６は、この実施の形態では、筒体１４の内部に収容される。
そしてフィルタ１６の上部は筒体１４の上端で外方に折り返されて筒体１４の上端及び外
周面に被せた状態で上側バンド１９で筒体１４外周面に固定され、フィルタ１６の下端は
下側バンド２１で閉じられる。この実施の形態では、フィルタ１６は筒体１４より長く形
成される。このためフィルタ１６の上部を筒体１４の外周面に固定したときに、フィルタ
１６の中央部が筒体１４に収容され、フィルタ１６の下部が筒体１４の下方に突出するよ
うに構成される。またフィルタ１６は、その目合い（目開き）にもよるけれども、雨水を
通過させつつ雨水中の例えば１００μｍ以上の塵埃を捕集できるように構成される。上側
バンド１９としては、外した後に再びフィルタ１６の上端を固定することができる結束バ
ンドを用いることが好ましく、下側バンド２１としては、外した後に再びフィルタ１６の
下端を容易に閉じることができる結束バンドを用いることが好ましい。なお、この実施の
形態では、フィルタを筒体内部に収容したが、筒体外部をフィルタで被覆してもよい。
【００２２】
　着脱手段１７は上部鉛直管１３ａと下部鉛直管１３ｂとの間に設けられる。即ち、着脱
手段１７は、上部鉛直管１３ａと下部鉛直管１３ｂとを接続して、上部鉛直管１３ａ下端
と下部鉛直管１３ｂ上端との間の所定の間隔を塞ぐように設けられる。この着脱手段１７
は、下端が下部鉛直管１３ｂの上端に接続され鉛直管１３の一部を構成する漏斗状の固定
管２２と、固定管２２内に設けられた通水板２３と、上端が上部鉛直管１３ａの下端に遊
嵌され鉛直管１３の一部を構成する可動管２４と、可動管２４と一体的に設けられた雨水
案内管２６とを有する。固定管２２は、下端が下部鉛直管１３ｂの上端に固着された固着
管部２２ａと、下端が固着管部２２ａの上端に接続され上方に向うに従って次第に広がる
固定テーパ管部２２ｂと、下端が固定テーパ管部２２ｂの上端に接続された固定大径管部
２２ｃとからなる。固着管部２２ａと固定テーパ管部２２ｂと固定大径管部２２ｃは塩化
ビニル等のプラスチックにより一体的に形成される。また固定大径管部２２ｃは下部鉛直
管１３ｂ及び筒体１４より大径に形成される。
【００２３】
　通水板２３は、この実施の形態では、孔あき板、即ち複数の小孔２３ａが形成された塩
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化ビニル等のプラスチック板により形成される。この通水板２３は固定管２２のうち固定
テーパ管部２２ｂと固定大径管部２２ｃとの接続部に収容され、この通水板２３上に筒体
１４が載るように構成される。ここで、筒体１４を通水板２３上に載せた状態で、筒体１
４の上端と上部鉛直管１３ａの下端との間に形成された間隔は、筒体１４を固定管２２か
ら取出したり或いは固定管２２に収容することができる範囲に設定される。また通水板２
３の中央には、フィルタ１６の下部を遊挿可能であって筒体１４より小さい透孔２３ｂが
形成される。なお、この実施の形態では、通水板として孔あき板を挙げたが、多孔質板、
スリット板、ネット状硬質板等であってもよい。
【００２４】
　可動管２４は、固定大径管部２２ｃに離脱可能に遊挿される可動大径管部２４ａと、下
端が可動大径管部２４ａに接続され上方に向うに従って次第に狭まる可動テーパ管部２４
ｂと、下端が可動テーパ管部２４ｂの上端に接続され上部鉛直管１３ａに遊嵌された遊嵌
管部２４ｃとからなる。可動大径管部２４ａと可動テーパ管部２４ｂと遊嵌管部２４ｃは
塩化ビニル等のプラスチックにより一体的に形成される。また可動大径管部２４ａは上部
鉛直管１３ａ及び筒体１４より大径に形成される。更に雨水案内管２６は遊嵌管部２４ｃ
と同一直径に形成され、遊嵌管部２４ｃの下端から下方に向って突設される。この雨水案
内管２６は、通水板２３上に載せられた筒体１４の上部に離脱可能に遊挿されるとともに
、上部鉛直管１３ａに遊嵌可能に構成される。即ち、遊嵌管部２４ｃ及び雨水案内管２６
は上部鉛直管１３ａより大径であって筒体１４より小径に形成される。
【００２５】
　具体的には、筒体１４の内周面と雨水案内管２６の外周面とにより囲まれるリング状通
路３０は、その通水許容量が流入通路１２の鉛直管１３の通水最大量に相応する横断面積
を有するように構成される（図１）。ここで、リング状通路３０を上記のように構成した
のは、大雨により大量の雨水が流下して、一部の雨水がフィルタ１６を通過するけれども
、残りの雨水がフィルタ１６を通過できない事態が生じても、雨水が流入通路１２の上方
の樋等から溢れるような状況を回避し、常に雨水の流下性能を維持するためである。雨量
が著しく多い場合には、上記リング状通路３０から溢水して可動管２４及び固定管２２内
を流下して雨水貯留部１１へと導かれるようになっている。なお、このように大雨に伴っ
てリング状通路３０から雨水が溢れても、雨水貯留部１１に貯留される雨水の水質への影
響は殆どない。これは、塵埃の多くが降雨初期にフィルタ１６で捕捉されており、雨が本
降りになる時点では、雨水は極めて清浄になっているからである。また筒体１４と固定大
径管部２２ｃの間のリング状の間隔も、その通水許容量が流入通路１２の鉛直管１３の通
水最大量に相応する横断面積を有するように構成される。ここで、筒体１４と固定大径管
部２２ｃの間のリング状の間隔を上記のように構成したのは、降雨強度が増大したときに
リング状通路３０から溢れる雨水が全て下部鉛直管１３ｂを流下するようにするためであ
る。
【００２６】
　一方、図４に示すように、雨水貯留部１１は地上に設置され、この雨水貯留部１１は長
方形の筒状のコンクリート製枠体２７に収容される。雨水貯留部１１は、この実施の形態
では、遮水シート１１ａ内に複数の貯留材１１ｂ及び複数の廃材１１ｃを充填することに
より形成される。遮水シート１１ａは合成ゴム系や合成樹脂系等の遮水性を有するシート
であって、その両面には通常保護用の不織布（図示せず）が重ね合せられる。また貯留材
１１ｂは金型により角錐台形状に成形されたプラスチックの成型体であり、廃材１１ｃは
廃パイプである。貯留材１１ｂの上面及び下面は開放されかつ貯留材の側面には複数の孔
（図示せず）が形成される。また廃パイプ１１ｃは直径の異なる複数のポリ塩化ビニル（
ＰＶＣ）パイプやポリプロピレン（ＰＰ）パイプ等の樹脂製パイプを所定の長さに切断し
て形成される。貯留材１１ｂは雨水貯留部１１内の外周部に充填され、廃パイプ１１ｃは
貯留材１１ｂにより囲まれた内部に充填される。具体的には、複数の貯留材１１ｂを四角
形の筒状に配設しかつ積上げて角筒体を形成し、この角筒体により囲まれた内部に複数の
廃パイプ１１ｃが一定の方向に並べて充填される。なお、廃材としては、廃パイプ以外に
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プラスチック製のコップや椀等の廃容器を用いてもよい。
【００２７】
　コンクリート製枠体２７はコンクリート製枠材２７ａ，２７ｂを井桁状に複数段積上げ
るとともに互いに連結して形成される（図４～図６）。コンクリート製枠材２７ａ，２７
ｂは、現場で組立てを行うために予め工場で製造されたコンクリート部品、即ちプレキャ
ストコンクリート部品である。このコンクリート製枠体２７は地上に設置される。また雨
水貯留部１１の下面には緩衝機能及び断熱機能を有する下部保護板２８が設けられ、コン
クリート製枠体２７と雨水貯留部１１との間には緩衝機能及び断熱機能を有する側部保護
板２９が設けられる。下部保護板２８及び側部保護板２９は発泡スチロールや発泡塩化ビ
ニル等により形成される。更に露出する雨水貯留部１１の上面は土３１で覆われ、この覆
土３１には芝生等の植物（図示せず）が植えられる。
【００２８】
　雨水貯留部１１の下部には給水管３２の基端が接続され、この給水管３２の先端には蛇
口３３が設けられる。即ち、給水管３２の基端は雨水貯留部１１の各側面の下部に接続さ
れ、給水管３２の先端は側部保護板２９及びコンクリート製枠体２７を貫通して枠体の外
方に突出し、この突出端に蛇口３３が設けられる。給水管３２はこの実施の形態では４本
設けられる（図５）。また雨水貯留部１１の上部にはオーバフロー管３４の基端が接続さ
れ、オーバフロー管３４の先端は下方に曲げられて下向きに形成される（図４）。このオ
ーバフロー管３４は雨水貯留部１１から溢れる雨水を排出するために設けられる。なお、
下部鉛直管１３ｂ、給水管３２及びオーバフロー管３４の雨水貯留部１１への挿入部はシ
ール部材（図示せず）によりシールされて水密性が保たれる。また下部鉛直管１３ｂ、給
水管３２及びオーバフロー管３４は雨水貯留部１１の貯留材１１ｂの内部に挿入するよう
に構成される。これは各配管の施工を容易にするためである。更に雨水貯留部は、図４及
び図５に示すような複雑な構造のものではなく、内部が空洞である円筒状や樽状等の単純
な構造のものでもよい。
【００２９】
　次に雨水濾過装置１０を流入通路１２の鉛直管１３に組付ける手順を説明する。先ず流
入通路１２の鉛直管１３の途中を切断して所定の間隔を設ける。これにより鉛直管１３が
上部鉛直管１３ａと下部鉛直管１３ｂに分割される。次いで可動管２４を上部鉛直管１３
ａに遊嵌して可動管２４が上部鉛直管１３ａの下端より上方に位置させた状態で仮に固定
する。この状態で固定管２２の固着部２２ａを下部鉛直管１３ｂの上端に嵌入して接着剤
により固着する。次に通水板２３を固定管２２に収容した後に、フィルタ１６を取付けた
筒体１４を通水板２３上に載せた状態で固定管２２に収容する。更に可動管２４を上部鉛
直管１３ａに沿って下降させ、可動管２４の可動大径管部２４ａを固定管２２の固定大径
管部２２ｃに遊挿する。このように簡単な作業で雨水濾過装置１０を鉛直管１３に組付け
ることができる（図１及び図４）。
【００３０】
　このように組付けられた雨水濾過装置１０の動作を説明する。雨が降り始め、家屋の屋
根に降った雨は軒樋（図示せず）に集められて縦樋（図示せず）に流入する。このとき雨
水とともに流れる木の葉や小枝等の大きなゴミは、軒樋と縦樋との接続部に設けられた網
板（図示せず）により捕集されて除去される。縦樋を流下する雨水は雨水分流具（図示せ
ず）に流入し、この分流具で雨水中の砂等の比較的小さいゴミが分離除去される。雨水分
流具で砂等の比較的小さいゴミが除去された雨水は水平管１８及び上部鉛直管１３ａを通
って雨水濾過装置１０に流入する。この雨水は遊嵌管部２４ｃ及び雨水案内管２６を通っ
て筒体１４内のフィルタ１６に流入し、このフィルタ１６で雨水中の細かい塵埃が捕集さ
れる。フィルタ１６を通過した雨水は下部鉛直管１３ｂを通って雨水貯留部１１に貯留さ
れる。ここで、降雨初期の比較的多くの塵埃を含む雨水の流量は比較的少ないため、筒体
１４内周面と雨水案内管２６外周面との間のリング状通路３０（図１）から溢れることが
なく、全ての雨水がフィルタ１６を通過する。降雨強度が増大しても、フィルタ１６の表
面積は比較的大きいため、フィルタ１６に流入した雨水は全てフィルタ１６を通過する。
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【００３１】
　降雨強度が更に増大すると、フィルタ１６に流入した雨水の一部はフィルタ１６を通過
するけれども、残りの雨水はフィルタ１６を通過できなくなる。このとき筒体１４内周面
と雨水案内管２６外周面との間にリング状通路３０を設けているため、このリング状通路
３０から雨水が溢れ、可動管２４、固定管２２、通水板２３及び下部鉛直管１３ｂを通っ
て雨水貯留部１１に貯留される。この結果、雨水が流入通路１２の上方の樋等から溢れる
ような状況を回避し、常に雨水の流下性能を維持することができる。
また、このように大雨に伴ってリング状通路３０から雨水が溢れても、雨水貯留部１１に
貯留される雨水の水質が低下することは殆どない。これは、塵埃の多くが降雨初期にフィ
ルタ１６で捕捉されており、雨が本降りになる時点では、雨水は極めて清浄になっている
からである。即ち、家屋の屋根に堆積していた塵埃は降雨初期の雨水により洗い流されて
しまい、降雨強度の増大した雨水には塵埃が殆ど含まれないため、雨水貯留部１１に貯留
される雨水は所定の粒径以上（例えば粒径１００μｍ以上）の塵埃を殆ど含まない。この
結果、雨水貯留部１１に貯留された雨水を散水ノズル（図示せず）を用いて庭に散布して
も、散水ノズルが目詰まりすることは殆どない。なお、雨水貯留部１１に貯留された雨水
の水位だけでは散水ノズルからの雨水の噴射速度が小さ過ぎる場合には、ポンプ（図示せ
ず）を用いて雨水の水圧を上昇させることが好ましい。
【００３２】
　雨水に含まれる塵埃を捕集してフィルタ１６が目詰まりすると、先ず可動管２４を雨水
案内管２６とともに上部鉛直管１３ａに沿って引上げ（図２）、この状態で筒体１４及び
フィルタ１６を鉛直管１３の一部を構成する固定管２２内から取出した後に（図３）、上
部鉛直管１３ａに沿って可動管２４を下降させる。次いでフィルタ１６の耐久性が限界に
達する以前の状態であれば、フィルタ１６は長期にわたって交換する必要はなく、上側バ
ンド１９はそのままにし、下側バンド２１のみを外してフィルタ１６を洗浄する。これに
よりフィルタ１６の濾過性能を容易に回復させることができる。なお、フィルタ１６の耐
久性が限界に達していると認められるときは、上側バンド１９を筒体１４から外してフィ
ルタ１６を交換する。次に洗浄したフィルタ１６の下端を下側バンド２１で閉止する。更
に可動管２４を雨水案内管２６とともに上部鉛直管１３ａに沿って再び引上げ、この状態
でフィルタ１６付き筒体１４を通水板２３上に載せて、鉛直管１３の一部を構成する固定
管２２に収容した後に、上部鉛直管１３ａに沿って可動管２４を下降させる。このように
フィルタ１６の目詰まり時に、固定管２２及び可動管２４に収容されたフィルタ１６を極
めて容易に洗浄することができる。
【００３３】
　＜第２の実施の形態＞
　図７～図１０は本発明の第２の実施の形態を示す。この実施の形態では、雨水貯留部５
１が地中に埋設され、雨水濾過装置５０が雨水貯留部５１に雨水５５を導く流入通路５２
に設けられる。この流入通路５２は、水平方向に延びて地中に埋設された水平管５３と、
上端が地表に露出するように埋設され水平管５３が接続された有底の上部枡５４と、上部
枡５４の底部に上部が接続され水平管５３から供給される雨水５５を上端開口部５６ａか
ら流下させて雨水貯留部５１に供給する筒状の鉛直枡５６とを有する（図１０）。上部枡
５４は底壁５４ａと周壁５４ｂと蓋板５４ｃとからなる。周壁５４ｂは鉛直枡５６の上端
を包囲可能な大きさに形成される。水平管５３は周壁５４ｂに連通接続され、家屋の屋根
若しくは屋上又は地表に落下して集められた雨水５５を上部枡５４に導くように構成され
る。また蓋板５４ｃにより周壁５４ｂの上端開口部５４ｄが開放可能に閉止される。更に
上部枡５４の底壁５４ａには鉛直枡５６の上部が挿着される。即ち、鉛直枡５６の上部周
囲と上部枡５４の周壁５４ｂとの間に周溝５４ｅが形成されるように鉛直枡５６の上部が
上部枡５４の底壁５４ａに挿着される。そして上記周溝５４ｅには、水平管５３から供給
された雨水５５であって鉛直枡５６の上端開口部５６ａに流入する前の雨水５５が一旦貯
留されるように構成される。周溝５４ｅに雨水５５が一旦貯留されることにより、雨水５
５に含まれる砂等のゴミが沈降するようになっている。
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【００３４】
　鉛直枡５６は有底筒状に形成され、水平管５３から上部枡５４に流入した雨水５５が周
溝５４ｅを通って鉛直枡５６の上端開口部５６ａから鉛直枡５６内に流入するように構成
される。この鉛直枡５６は、その上端開口部５６ａから流入した雨水５５がその内部に貯
留された後に鉛直短管５７及び雨水供給管５８を通って雨水貯留部５１に流入するように
なっている。雨水供給管５８は鉛直枡５６に上下に所定の間隔をあけて２箇所にそれぞれ
が水平方向に延びて設けられ、鉛直短管５７は鉛直枡５６の内部に開口した雨水供給管５
８の端部にそれぞれ連通接続される。また鉛直枡５６と雨水貯留部５１との相対的な位置
の変動を吸収するために雨水供給管５８にはベローズ５９が設けられる。鉛直短管５７は
鉛直枡５６の底部に臨んで開口し、鉛直枡５６に貯留された雨水５５がこの鉛直短管５７
の下端から進入して上昇し、雨水供給管５８を流れて雨水貯留部５１に供給されるように
構成される。更に鉛直短管５７には逆止弁６１が設けられる。逆止弁６１は、この弁６１
より下側の鉛直短管５７内の水位が雨水貯留部５１内の水位以上のときに下側の鉛直短管
５７内から雨水貯留部５１に雨水５５が流れるのを許容し、弁６１より下側の鉛直短管５
７内の水位が雨水貯留部５１の水位未満のとき雨水貯留部５１内の雨水５５が下側の鉛直
短管５７内に流れるのを阻止するように構成される。
【００３５】
　雨水濾過装置５０の筒体６２及びフィルタ６３は鉛直枡５６に設けられ、これら筒体６
２及びフィルタ６３を鉛直枡５６から取出すとともに鉛直枡５６に収容する着脱手段６４
も鉛直枡５６に設けられる（図７～図９）。着脱手段６４は、鉛直枡５６の途中内面に固
着され筒体６２が載る通水板６６と、通水板６６に載せた筒体６２の上端より上方に位置
するように鉛直枡５６の内面に固着されたリング状の受け部材６７と、上端が受け部材６
７に載り下端が筒体６２の上部に遊挿される筒状の雨水案内部材６８とを有する。通水板
６６は、第１の実施の形態の通水板と同様に、孔あき板、即ち複数の小孔６６ａが形成さ
れた塩化ビニル等のプラスチック板により形成される。２本の雨水供給管５８，５８より
上方であって、通水板６６に筒体６２を載せたときに筒体６２の全てが鉛直枡５６内に収
まる位置で、鉛直枡５６内面に水平に固着される。更に通水板６６の中央には、フィルタ
６３の下部を遊挿可能であって筒体６２より小さい透孔６６ｂが形成される。なお、この
実施の形態では、通水板として孔あき板を挙げたが、多孔質板、スリット板、ネット状硬
質板等であってもよい。
【００３６】
　筒体６２は、第１の実施の形態の筒体と同様に、通水性を有する多孔質材（例えば、多
孔質のセラミック管）、孔あき部材（例えば、複数の孔が形成された塩化ビニル等のプラ
スチック管、）、硬質ネット（例えば、プラスチック製の肉厚のネットを円筒状に形成し
たもの）又はスリット部材（例えば、長手方向に延びる複数のスリットが形成された塩化
ビニル等のプラスチック管）により円筒状に形成される。また筒体６２の内周面と雨水案
内部材６８の筒状部６８ｂの外周面とにより囲まれるリング状通路７０は、その通水許容
量が流入通路５２の通水最大量に相応する横断面積を有するように構成される（図７）。
ここで、リング状通路７０を上記のように構成したのは、大雨により大量の雨水５５が流
下して、一部の雨水がフィルタ６３を通過するけれども、残りの雨水がフィルタ６３を通
過できない事態が生じても、雨水５５が上部枡５４から溢れるような状況を回避し、常に
雨水５５の流下性能を維持するためである。雨量が著しく多い場合には、上記リング状通
路７０から溢水して鉛直枡５６内を流下して雨水貯留部５１へと導かれるようになってい
る。なお、このように大雨に伴ってリング状通路７０から雨水５５が溢れても、雨水貯留
部５１に貯留される雨水５５の水質への影響は殆どない。これは、塵埃の多くが降雨初期
にフィルタ６３で捕捉されており、雨が本降りになる時点では、雨水５５は極めて清浄に
なっているからである。更に筒体６２と鉛直枡５６の間のリング状の間隔も、その通水許
容量が流入通路５２の通水最大量に相応する横断面積を有するように構成される。ここで
、筒体６２と鉛直枡５６の間のリング状の間隔を上記のように構成したのは、降雨強度が
増大したときに筒体６２と鉛直枡５６の間のリング状の間隔から溢れる雨水５５が全て鉛
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直枡５６内を流下するようにするためである。
【００３７】
　受け部材６７の外径は鉛直枡５６の内径と同一に形成され、受け部材６７の内径は筒体
６２の外径より大きく形成される。また雨水案内部材６８は、受け部材６７に載るフラン
ジ部６８ａと、筒体６２の上部に遊挿される上記筒状部６８ｂとからなる。フランジ部６
８ａと筒状部６８ｂとは塩化ビニル等のプラスチックにより一体的に形成される。雨水案
内部材６８を鉛直枡５６から取外すことにより、筒体６２及びフィルタ６３を鉛直枡５６
から取出し可能であって鉛直枡５６に収容可能に構成される。なお、図７～図９の符号６
８ｃは雨水案内部材６８を受け部材６７に載せたときに受け部材６７に密着するように雨
水案内部材６８に設けられたシール部材であり、符号６８ｄは雨水案内部材６８を鉛直枡
５６から取外すために雨水案内部材６８に設けられた取っ手である。
【００３８】
　フィルタ６３は、第１の実施の形態のフィルタと同様に、不織布又は織布により円筒状
に形成される。フィルタ６３は、この実施の形態では、筒体６２の内部に収容される。そ
してフィルタ６３の上部は筒体６２の上端で外方に折り返されて筒体６２の上端及び外周
面に被せた状態で上側バンド６９で筒体６２外周面に固定され、フィルタ６３の下端は下
側バンド７１で閉じられる。この実施の形態では、フィルタ６３は筒体６２より若干長く
形成される。このためフィルタ６３の上部を筒体６２の外周面に固定したときに、フィル
タ６３の中央部が筒体６２に収容され、フィルタ６３の下部が筒体６２の下方に若干突出
するように構成される。またフィルタ６３は雨水５５を通過させつつ雨水５５中の１００
μｍ以上の塵埃を捕集できるように構成される。なお、この実施の形態では、フィルタを
筒体内部に収容したが、筒体外部をフィルタで被覆してもよい。
【００３９】
　一方、雨水貯留部５１は、複数の貯留材５１ａを組合せてなる集合体を遮水シート５１
ｂにより被覆することにより形成される（図１０）。貯留材５１ａとしては、金型により
成形されたプラスチックの成型体が用いられる。このプラスチックの成型体からなる貯留
材５１ａは、角錐台形状に形成され、縦横に配設された後その上にも積み重ねられて貯留
材５１ａの集合体が得られる。一方、これらの貯留材５１ａを被覆する遮水シート５１ｂ
は、合成ゴム系、合成樹脂系等の遮水性シートであって、その両面には通常保護用の不織
布が重ね合せられる。この雨水貯留部５１は、掘削された箇所に遮水シート５１ｂを配置
し、その中央部分に貯留材５１ａを縦横及び上下に配設して集合体を得た後、遮水シート
５１ｂの周囲を立ち上げて貯留材５１ａの集合体の周囲をその遮水シート５１ｂにより包
囲し、更に貯留材５１ａの上面に遮水シート５１ｂの端部を載せることにより、貯留材５
１ａの集合体を遮水シート５１ｂにて包み込むことで形成される。ここで、単一の遮水シ
ート５１ｂでは貯留材５１ａの集合体を包み込む大きさを有しない場合には、その遮水シ
ート５１ｂを複数枚用意してその端縁で熱溶着してそれらを一体化し、貯留材５１ａの集
合体を包み込むに十分な大きさを得るとともにその溶着した部分の水漏れを防止した遮水
シート５１ｂが得られる。この雨水貯留部５１では、貯留材５１ａの隙間に雨水５５を貯
留可能に構成される。
【００４０】
　一方、上部枡５４の周溝には排水管７２の一端が連通接続され、排水管７２の他端は下
水管（図示せず）に連通接続される。この排水管７２は、周溝５４ｅ内の雨水５５を下水
管に流入させるためのものであり、排水管７２としては、周囲に複数の小孔７２ａが形成
されたいわゆる有孔管が使用される。そして地中に埋設されることによりこの有孔管から
なる排水管７２は、周溝５４ｅから流入した雨水５５を周囲の地中に浸透させつつ、余剰
の雨水５５を下水管に流入させるように構成される。また上部枡５４には、周溝５４ｅに
連通する沈砂槽７３が併設される。沈砂槽７３は、底部に雨水５５が透過可能な複数の貫
通小孔７３ａが形成された蓋７３ｂ付きのいわゆる浸透型の枡であって、上部枡５４から
所定の間隔をあけてその上部枡５４に並んで埋設され、上部枡５４と沈砂槽７３は連結管
７４により連通接続される。上部枡５４内の周溝５４ｅは連結管７４により沈砂槽７３に
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連通接続され、この沈砂槽７３に排水管７２の一端が連通接続される。水平管５３と連結
管７４は上部枡５４の周壁５４ｂの対向面にそれぞれ接続され、連結管７４の周壁５４ｂ
への接続部は水平管５３の周壁５４ｂへの接続部より低い位置に設けられる。そして水平
管５３から周溝５４ｅ内に流入した雨水５５が連結管７４に流入するように、上部枡５４
の底壁５４ａ上面が水平管５３から連結管７４に向って次第に低くなる傾斜面に形成され
る。また周壁５４ｂは水平管５３側から連結管７４側に向うに従って内面の幅が減少する
ように湾曲又は傾斜して形成される。
【００４１】
　沈砂槽７３のうち排水管７２が連結された側壁には、排水管７２の孔面積を増減して、
周溝５４ｅから下水管に流入する雨水流量を調整するための調整ゲート７３ｃが設けられ
る。そして周溝５４ｅから下水管に流入する雨水流量を鉛直枡５６に流入する雨水流量以
下になるように調整ゲート７３ｃを調整することにより、鉛直枡５６の上端開口部５６ａ
から鉛直枡５６内に流下する雨水流量を増減調整できるようになっている。また上部枡５
４の内部には網板７６が収容される。この網板７６は蓋体５４ｃを取外すことにより開放
された上端開口部５４ｄから取出し可能であって、水平管５３側から連結管７４側に向っ
て次第に上昇するように傾斜して上部枡５４内に収容される。また網板７６は鉛直枡５６
の上端開口部５６ａと周溝５４ｅを覆うように構成される。そして網板７６は、水平管５
３を通って上部枡５４に流入する雨水５５から木の葉や小枝等の比較的大きいゴミを捕集
するようになっている。
【００４２】
　このように構成された雨水濾過装置５０の動作を説明する。雨が降り始めると、家屋の
屋根や路面に降った雨が水平管５３に流入する。このとき雨水５５とともに流れる木の葉
や小枝等の大きなゴミは、上部枡５４に収容された網板７６により捕集されて除去され、
大きなゴミの除去された雨水５５は上部枡５４の周溝５４ｅに流入する。この周溝５４ｅ
に流入した雨水５５は、周溝５４ｅ内を連結管７４に向って流れ、その途中で雨水５５に
含まれる砂等の比較的小さいゴミの一部が沈降して除去される（図１０）。そして連結管
７４を通って沈砂槽７３に流入し、ここで雨水５５に含まれる砂等の比較的小さいゴミの
残部が沈降して除去され、下水道に排出される。なお、降雨初期には雨水流量が少ないた
め、周溝５４ｅ内の雨水５５の水位が鉛直枡５６の上端開口部５６ａに達しないため、雨
水５５が鉛直枡５６に流入しない。一方、降雨強度が増大すると、周溝５４ｅに流入する
雨水流量が多くなって、周溝５４ｅ内の雨水５５の水位が鉛直枡５６の上端開口部５６ａ
に達し、雨水５５の大部分が鉛直枡５６に流入する。鉛直枡５６を流下した雨水５５は雨
水案内部材６８の筒状部６８ｂ内を通ってフィルタ６３内に流入し、このフィルタ６３で
雨水５５中の細かい塵埃が捕集される。フィルタ６３を通過した雨水５５は鉛直枡５６内
に一旦貯留され、貯留量が所定量以上になると、鉛直短管５７及び雨水供給管５８を通っ
て雨水貯留部５１に貯留される。
【００４３】
　降雨強度が更に増大すると、フィルタ６３に流入した雨水５５の一部はフィルタ６３を
通過するけれども、残りの雨水はフィルタ６３を通過できなくなる。このとき筒体６２内
周面と雨水案内部材６８の筒状部６８ｂ外周面との間にリング状通路７０を設けているた
め、このリング状通路７０から雨水５５が溢れ、通水板６６を通って鉛直枡５６に一旦貯
留された後に、雨水貯留部５１に貯留される（図７及び図１０）。この結果、雨水５５が
上部枡５４から溢れるような状況を回避し、常に雨水５５の流下性能を維持することがで
きる。また、このように大雨に伴ってリング状通路７０から雨水が溢れても、雨水貯留部
５１に貯留される雨水５５の水質が低下することは殆どない。これは、塵埃の多くが降雨
初期にフィルタ６３で捕捉されており、雨が本降りになる時点では、雨水５５は極めて清
浄になっているからである。即ち、家屋の屋根に堆積していた塵埃は降雨初期の雨水５５
により洗い流されてしまい、降雨強度の増大した雨水５５には塵埃が殆ど含まれないため
、雨水貯留部５１に貯留される雨水は所定の粒径以上（例えば粒径１００μｍ以上）の塵
埃を殆ど含まない。この結果、雨水貯留部５１に貯留された雨水を散水ノズル（図示せず
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）を用いて庭に散布しても、散水ノズルが目詰まりすることは殆どない。なお、雨水貯留
部５１と散水ノズルとの間には、散水ノズルから噴射される雨水の圧力を上昇させるため
のポンプ（図示せず）が設けられる。
【００４４】
　雨水５５に含まれる塵埃を捕集してフィルタ６３が目詰まりすると、先ず蓋板５４ｃを
取外して上部枡５４の上端開口部５４ｄを開放し、網板７６を取出し、続いて取っ手６８
ｄを持って雨水案内部材６８を鉛直枡５６から上部枡５４の上端開口部５４ｄを通して取
外した後に（図８）、筒体６２及びフィルタ６３を鉛直枡５６から上部枡５４の上端開口
部５４ｄを通して取出す（図９）。次いでフィルタ６３の耐久性が限界に達する以前の状
態であれば、フィルタ６３は長期にわたって交換する必要はなく、上側バンド６９はその
ままにし、下側バンド７１のみを外してフィルタ６３を洗浄する。これによりフィルタ６
３の濾過性能を容易に回復させることができる。なお、フィルタ６３の耐久性が限界に達
していると認められるときは、上側バンド６９を筒体６２から外してフィルタ６３を交換
する。次に洗浄したフィルタ６３の下端を下側バンド７１で閉止する。更にフィルタ６３
付き筒体６２を上部枡５４の上端開口部５４ｄから鉛直枡５６に挿入し、通水板６６上に
載せて鉛直枡５６に収容する。そして取っ手６８ｄを持って雨水案内部材６８を上部枡５
４の上端開口部５４ｄから鉛直枡５６に挿入し、受け部材６７上にフランジ部６８ａを載
せた後に、網板７６を上部枡５４に挿入し、続いて蓋板５４ｃを上部枡５４に取付けて、
上部枡５４の上端開口部５４ｄを閉止する。このようにフィルタ６３の目詰まり時に、鉛
直枡５６に収容されたフィルタ６３を極めて容易に洗浄することができる。
【００４５】
　＜第３の実施の形態＞
　図１１及び図１２は本発明の第３の実施の形態を示す。図１１及び図１２において図７
～図１０と同一符号は同一部品を示す。この実施の形態では、着脱手段６４が、鉛直枡９
６の下端に固着され筒体６２が載る底板９７と、底板９７に載せた筒体６２の上端より上
方に位置するように鉛直枡９６の内面に固着されたリング状の受け部材６７と、上端が受
け部材６７に載り下端が筒体６２の上部に遊挿される筒状の雨水案内部材６８とを有する
（図１１）。鉛直枡９６は第２の実施の形態の鉛直枡より短く形成される。この鉛直枡９
６の上端には上端開口部９６ａが形成され、鉛直枡の下端が底板９７により閉止され、筒
体６２の下部周面に複数の貫通孔９６ｂが形成される。また鉛直枡９６の下部周面に雨水
供給管９８の一端が連通接続され、雨水供給管９８の他端は雨水貯留部５１にその上面か
ら挿入される（図１２）。更に雨水案内部材６８を鉛直枡９６から取外すことにより、筒
体６２及びフィルタ６３を鉛直枡９６から取出したり、或いは鉛直枡９６に収容できるよ
うに構成される。上記以外は第２の実施の形態と同一に構成される。
【００４６】
　このように構成された雨水濾過装置９０では、第２の実施の形態の通水板が不要になる
。上記以外の動作は第２の実施の形態の動作と略同様であるので、繰返しの説明を省略す
る。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の雨水濾過装置は、雨水貯留部に流入する雨水中の細かい塵埃を最終的に除去す
ることができるとともに、フィルタの目詰まり時にフィルタを極めて容易に洗浄又は交換
することができる装置として利用できる。
【符号の説明】
【００４８】
　１０，５０，９０　雨水濾過装置
　１１，５１　雨水貯留部
　１２，５２，９２　流入通路
　１３　鉛直管
　１３ａ　上部鉛直管
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　１３ｂ　下部鉛直管
　１４，６２　筒体
　１６，６３　フィルタ
　１７，６４　着脱手段
　２２　固定管
　２３，６６　通水板
　２４　可動管
　２６　雨水案内管
　３０，７０　リング状通路
　５３　水平管
　５４　上部枡
　５５　雨水
　５６，９６　鉛直枡
　５６ａ，９６ａ　鉛直枡の上端開口部
　６７　受け部材
　６８　雨水案内部材
　９７　底板

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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