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(57)【要約】
　本発明は下水道悪臭防止装置に関する。本発明の下水
道悪臭防止装置は、下水道側に装着されるもので、リン
グ状に備えられる支持板部と、この支持板部の下側へ延
長されながら、その中心に排水通路が形成されるように
中空管状のネック部と、支持板部とネック部とを連結す
る曲面部とからなる載置部材と；前記ネック部の外周面
に締結要素を通じて結合される管状の装着部と、この装
着部の下部に延長されて、選択的に広がるように備えら
れる吐出部とからなる本体部材と；前記吐出部の一側外
面に幅方向を基準に配置され、両端が互いに異なる高さ
に位置される直線の傾斜弾性帯と；を含む。このように
構成される本発明は、載置部材の入水口部分が緩やかな
曲面を有するように成形することによって、下水の流入
を円滑に誘導し、同時に本体部材は吐出部の外面に備え
られる弾性帯を所定角度傾斜するように備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下水道側に装着されるもので、リング状に備えられる支持板部（１３）と、この支持板
部（１３）の下側へ延長されながら、その中心に排水通路が形成されるように中空管状の
ネック部（１１）と、支持板部（１３）とネック部（１１）とを連結する曲面部（１３ｒ
）とからなる載置部材（１０）と；前記ネック部（１１）の外周面に締結要素を通じて結
合される管状の装着部（２１）と、この装着部（２１）の下部に延長されて、選択的に広
がるように備えられる吐出部（２５）とからなる本体部材（２０）と；前記吐出部（２５
）の一側外面に幅方向を基準に配置され、両端が互いに異なる高さに位置される直線の傾
斜弾性帯（３１）と；を含むことを特徴とする下水道悪臭防止装置。
【請求項２】
　前記載置部材（１０）は、下面には地面に接触の時弾性変形されながら、水密が維持さ
れるようにするもので、軟質のシーリングフランジ（１４）が突出して形成され、前記支
持板部（１３）及びネック部（１１）が円形または四角形であることを特徴とする請求項
１に記載の下水道悪臭防止装置。
【請求項３】
　前記締結要素は、前記ネック部（１１）の外面に嵌められた前記装着部（２１）の外面
を囲んで締め付ける締結バンド（１５）または前記装着部（２１）の端部を拡張してなる
フランジ部（２１ａ）の上面及び下面に接触して備えられて、相互一致するねじ孔を形成
して支持板部（１３）の底面にねじ結合される上カプラー（１６）及び下カプラー（１７
）であることを特徴とする請求項１に記載の下水道悪臭防止装置。
【請求項４】
　前記吐出部（２５）は、両側面に上下間隔を置いて２つ以上の傾斜弾性帯（３１）が備
えられたり、または一側面には傾斜弾性帯（３１）が備えられ、他側面には弾性を有する
シリコーン材・ウレタン材・ゴム材・合成樹脂材からなる弾性板（３２）が備えられるこ
とを特徴とする請求項１に記載の下水道悪臭防止装置。
【請求項５】
　前記傾斜弾性帯（３１）はその内部に薄膜の曲率弾性片（３３）が備えられることを特
徴とする請求項１または４に記載の下水道悪臭防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は家庭用下水道または道路用マンホールの下水道を通じて逆流されて発生する悪
臭を防止するための下水道悪臭防止装置に関し、さらに詳しくは、本体部材が楕円状に開
閉されるようにして弾性帯の疲労度を減少させて、長寿命を保障するとともに、下水の排
水速度を増加することによって、通水量を向上させることができる下水道悪臭防止装置を
提供する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、下水道は雨水や家、工場、病院などで使って捨てる下水を排出するため
のもので、このような下水道は地下に埋設された下水管及びこの下水管の上部には排出通
路が疏通し、この排出通路の地上側には設置口が備えられ、この設置口には格子（ｇｒａ
ｔｉｎｇ）構造または複数の通孔を有する下水道蓋が設置される。これによって、下水道
蓋を通じて各種下水が下水管に流入された後に、この下水管を通過する下水は下水処理場
に排出される。
【０００３】
　一方、このような下水道の設置口側には所定の排出通路を有する悪臭防止手段が備えら
れることによって、下水管で逆流する悪臭を防止することができる。
【０００４】
　しかし、このような従来の悪臭防止手段は、その排出通路側に下水に含まれた異物また
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は各種沈殿物が入って、下水排出が円滑でないとともに、これによって悪臭防止の效率が
極めて低下される短所があった。これによって、下水排出を円滑にさせるとともに、悪臭
防止效率を向上させた国内登録特許１０－０６８９３７号（名称：下水道悪臭防止手段、
以下先登録特許と言う）が開示された。
【０００５】
　前記先登録特許は、下水道装着部及びこの下水道装着部に延長された合成樹脂材質の本
体部を含み、前記本体部は下水の排出の時には開放され、下水が排出されない場合には閉
鎖されることで下水道の悪臭が逆流することを防止することを特徴とする。
【０００６】
　しかし、前記先登録特許は、歩行者が下水道蓋を通じて煙草の火を捨てたり、またはお
湯を排出すると、合成樹脂材質からなる本体部が容易に破損されるという短所があった。
これを解消するために本出願人は大韓民国特許出願第１０－２００７－０１０６３３２号
を通じて改善された下水道悪臭防止装置を出願した。
【０００７】
　本出願人が先出願した下水道悪臭防止装置は、下水道側に装着される装着部と、前記装
着部に連結される疎通部と、前記疎通部の下部に延長されて各内側面が相互密着及広がる
ことができるような第１側壁部及び第２側壁部と、前記第１側壁部及び第２側壁部の両端
を連結する第１角部及び第２角部を備えた本体部とを含み、前記本体部は合成樹脂材質の
基材及び前記基材の内外表面に被覆された耐熱性被覆層からなる構成である。
【０００８】
　しかし、本出願人が先出願した下水道悪臭防止装置は、疎通部の通水経路に対して直交
する方向に、弾性帯が水平配置される構造であるので、開かれる時、弾性帯の全体に均一
な排水圧力が作用しなければならないので、開閉動作が円滑でないという短所があるとと
もに、疲労度が大きいので弾性帯の寿命の短い問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は前記のような従来技術問題点を解決するために創出されたもので、本発明の目
的は、本体部に備えられる弾性帯が所定角度に斜線して配置され、装着部の入口が曲率を
有するようにして、円滑な開閉動作を保障して通水效率を向上するとともに、弾性帯の疲
労度を低減させて長寿命を保障することができる下水道悪臭防止装置を提供することにそ
の目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達するための本発明の一実施形態による下水道悪臭防止装置は、下水道側に
装着されるもので、リング状に備えられる支持板部と、この支持板部の下側へ延長されな
がら、その中心に排水通路が形成されるように中空管状のネック部と、支持板部とネック
部とを連結する曲面部とからなる載置部材と；前記ネック部の外周面に締結要素を通じて
結合される管状の装着部と、この装着部の下部に延長されて、選択的に広がるように備え
られる吐出部とからなる本体部材と；前記吐出部の一側外面に幅方向を基準に配置され、
両端が互いに異なる高さに位置される直線の傾斜弾性帯と；を含むことにある。
【００１１】
　本発明の好ましい一特長として、前記載置部材は、下面には地面に接触の時弾性変形さ
れながら、水密が維持されるようにするもので、軟質のシーリングフランジが突出して形
成され、前記支持板部及びネック部が円形または四角形であることにある。
【００１２】
　本発明の好ましい他の特長として、前記締結要素は、前記ネック部の外面に嵌められた
前記装着部の外面を囲んで締め付ける締結バンドまたは前記装着部の端部を拡張してなる
フランジ部の上面及び下面に接触して備えられて、相互一致するねじ孔を形成して支持板
部の底面にねじ結合される上カプラー及び下カプラーであることにある。
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【００１３】
　本発明の好ましいまた他の特長として、前記吐出部は、両側面に上下間隔を置いて２つ
以上の傾斜弾性帯が備えられたり、または一側面には傾斜弾性帯が備えられ、他側面には
弾性を有するシリコーン材・ウレタン材・ゴム材・合成樹脂材からなる弾性板が備えられ
ることにある。
【００１４】
　本発明の好ましいまた他の特長として、前記傾斜弾性帯はその内部に薄膜の曲率弾性片
が備えられることにある。
【００１５】
　本発明の特徴及び利点は添付図面に基づいた以下の詳細な説明によってさらに明らかに
なる。本発明を説明するにおいて、本明細書及び請求範囲に使われた用語や単語は通常的
で辞書的な意味に解釈されてはならなく、発明者が自分の発明を最も最善の方法で説明す
るために用語の概念を適切に定義することができるという原則に即して本発明の技術的思
想に適する意味と概念に解釈すべきである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は載置部材の入水口部分が緩やかな曲面を有するように成形することによって、
下水の流入を円滑に誘導し、同時に本体部材は吐出部の外面に備えられる弾性帯を所定角
度傾斜するように備えることによって、開放動作の時、楕円状に開放されるようにして、
下水量の少ない場合にも容易に開かれるようにして、排水效率を高めながら弾性帯の疲労
度を低減させて、耐久性の向上による長寿命を保障することができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態による下水道悪臭防止装置を示した斜視図である。
【図２】図１の下水道悪臭防止装置を示した分解斜視図である。
【図３】図１の下水道悪臭防止装置を示した縦断面図である。
【図４】図１の他の装着例を示した斜視図である。
【図５】本発明の他の実施形態による下水道悪臭防止装置を示した斜視図である。
【図６】図５の装着状態を示した断面図である。
【図７】本発明による本体部材に適用される弾性要素の多様な適用例を示した主要部の側
面図である。
【図８】本発明による本体部材に適用される弾性要素の多様な適用例を示した主要部の側
面図である。
【図９】本発明による本体部材に適用される弾性要素の多様な適用例を示した主要部の側
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付された図面を参照して本発明による下水道悪臭防止装置を説明すれば次の通
りである。まず、図面おいて、同じ構成要素または部品は同じ参照符号で示している。本
発明を説明するにおいて、係わる公知の機能または構成に対する具体的な説明は本発明の
要旨を曖昧にしないために省略する。
【００１９】
　図１は本発明の一実施形態による下水道悪臭防止装置を示した斜視図であり、図２は図
１の下水道悪臭防止装置を示した分解斜視図であり、図３は図１の下水道悪臭防止装置を
示した縦断面図である。
【００２０】
　図示したように、本発明の下水道悪臭防止装置１は、下水道の設置口側に設置される載
置部材１０と、この載置部材１０の下部に締結要素を通じて連結される本体部材２０と、
前記本体部材２０の一部を弾力的に加圧することによって、通水の時のみ広がるように支
持する傾斜弾性帯３１とで構成される。
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【００２１】
　載置部材１０は下水道の設置口の形状に対応して、図２に示すように、ネック部１１と
支持板部１３が円形に備えられるか、図５に示したように、ネック部１１及び支持板部１
３が四角形に形成され、その中心に排水通路が形成される。
【００２２】
　即ち、前記載置部材１０は下水道の設置口に載置されるように広い接触面を形成しなが
ら、その中心が貫通される周辺部である支持板部１３と、この支持板部１３の下部で一体
に垂直に延長される中空管状に形成され、その外面に後述する本体部材２０が被せられる
管状のネック部１１とで形成され、これら支持板部１３とネック部１１は下水道の形状に
従って、図２に示したように、円状に形成されたり、図５に示すように、四角形に形成さ
れることができる。
【００２３】
　一方、前記載置部材１０は下水が迅速に本体部材２０側に流入されることができるよう
に、前記支持板部１３とネック部１１の連結部が所定の曲率を有する曲面部１３ｒで連結
される。
【００２４】
　また、前記載置部材１０は支持板部１３の下面に軟質のシーリングフランジ１４が突出
して形成され、この時の前記シーリングフランジ１４は地面に接触された時弾性変形され
て、下水管路でない外部で水または異物が流入されることを遮断する役割を果たす。この
ようなシーリングフランジ１４は支持板部１３の下面に周辺部に沿って一つまたは間隔を
置いて同心を有して２つ以上形成されることができ、本発明では、図５に２つのシーリン
グフランジ１４が間隔を置いて具備されたことを示している。
【００２５】
　一方、前記シーリングフランジ１４は前記載置部材１０と別途に製作されて、追加工程
によって付着されることができるが、本発明では前記載置部材１０と一体に射出成形によ
って備えられることを提案する。
【００２６】
　前記締結要素は、前記ネック部１１の図２及び図５に示したように、前記ネック部１１
の外面に嵌められた前記装着部２１の外面を囲んで締め付ける締結バンド１５が使われる
ことができ、その他にも、図４に示したように、前記本体部材２０の装着部２１の端部を
拡張してなるフランジ部２１ａの上面及び下面に接触して備えられるもので、相互一致す
るねじ孔を形成して支持板部１３の底面にねじ結合される上カプラー１６及び下カプラー
１７が使われることができる。
【００２７】
　以外にも、前記ネック部１１と装着部２１を互いに緊密に結合して固定させることがで
きる特徴を満足させれば、接着テープや輪ゴム、紐など多様に実施可能である。
【００２８】
　本体部材２０は前記ネック部１１の外周面に締結要素を通じて結合される管状の装着部
２１及びこの装着部２１の下部に一体に延長されて選択的に広がるように備えられる吐出
部２５で構成される。
【００２９】
　前記装着部２１は、図面に示すように、内部に空間を形成して、その上部が前記ネック
部１１の外周面を囲みながら前記締結要素によって結合されて連結される。このような装
着部２１はその下側に吐出部２５が一体に延長して形成される。
【００３０】
　このような装着部２１は薄い薄膜の耐熱性フィルム２枚を対向するようにした後、周辺
部を互いに熱接合して製造することができるが、本発明では合成樹脂を射出成形して継ぎ
目のない一体形態に備えられることを提案する。
【００３１】
　前記吐出部２５は、図３に示したように、両側面に上下間隔を置いて２つ以上の傾斜弾
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は弾性を有するシリコーン材・ウレタン材・ゴム材・合成樹脂材からなる弾性板３２を備
えることができる。
【００３２】
　このような吐出部２５は、その下端が、図面に示すように、前記弾性帯３１が有する傾
斜角に対応する傾斜面を有するように備えられることができる。
【００３３】
　一方、前記本体部材２０は耐熱性被覆構造で形成されることが好ましく、この耐熱性被
覆構造はポリエチレンなどのような合成樹脂材質からなる基材の外側面及び内側面に耐熱
性被覆層がそれぞれ形成されたもので、この時の前記耐熱性被覆層はウレタン、シリコー
ン、エポキシ、繊維、布などで形成されることができる。
【００３４】
　傾斜弾性帯３１は前記吐出部２５の一側外面に幅方向を基準に配置されるもので、両端
が互いに異なる高さに位置する直線の弾性部材からなり、前記装着部２１側に流入された
下水によって弾性変形されながら、前記吐出部２５が楕円形に広がるように支持する。従
って、前記装着部２１に水が流入される場合、初期拡大が迅速で且つ円滑に行われるので
、結果的に安定的な通水が可能である。
【００３５】
　このような傾斜弾性帯３１は、図９に示したように、その内部に薄膜の曲率弾性片３３
が備えられることができ、その他にも、前記吐出部２５の拡大を阻害しないように全体的
に所定の曲率を有するように備えられることができる。
【００３６】
　一方、未説明符号ｇは格子（ｇｒａｔｉｎｇ）示す。
【００３７】
　上述したように、本発明は記載された実施形態に限定されるものではなく、本発明の思
想及び範囲を逸脱しない範囲内で多様に修正及び変形することができることは、当該技術
分野において通常の知識を有する者にとっては自明である。従って、そう言った変形例ま
たは修正例は本発明の特許請求の範囲に属すると理解すべきである。
【符号の説明】
【００３８】
１０：載置部材
１１：ネック部
１３：支持板部
２０：本体部材
２１：装着部
２５：吐出部
３１：弾性帯
３２：弾性板
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