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(57)【要約】
【課題】上側の竪樋及び下側の竪樋との接合箇所に隙間
を設けることなく設置することができ、しかも容易にメ
ンテナンスすることができ、直接目皿に触れることなく
目皿上に溜まっているゴミを取り除くことができる雨水
継手を提供する。
【解決手段】雨水継手１は、雨水を流す竪樋５の中間部
に設置され、前記竪樋５の下流に連通する排水流路Ａと
、雨水を貯留する雨水タンク９に連通する取水流路Ｂと
に分岐する雨水継手１であって、上下にそれぞれ竪樋５
の端部を固定可能な筒状であって、外周面に開口６５を
有する継手本体６と、開口６５を覆う蓋部７０と、当該
開口６５から継手本体６内に挿入されて網状に形成され
た目皿８を保持する目皿保持部７１と、を有し、前記開
口６５から水平成分方向に着脱自在な着脱部材７と、該
目皿保持部７１に保持されて少なくとも取水流路Ｂを覆
うように配置される目皿８と、を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雨水を流す竪樋の中間部に設置され、前記竪樋の下流に連通する排水流路と、雨水を貯
留する雨水タンクに連通する取水流路とに分岐する雨水継手であって、
　上下の端部にそれぞれ竪樋の端部を連結可能な筒状であって、側面に開口を有する継手
本体と、
　前記開口を覆う蓋部と、当該開口から前記継手本体内に挿入される目皿保持部と、を有
し、前記開口から水平成分方向に着脱自在な着脱部材と、
　該目皿保持部に保持されて少なくとも前記取水流路を覆うように配置される網状の目皿
と、を備えることを特徴とする雨水継手。
【請求項２】
　前記継手本体は、前記外周面を形成する外壁体と、該外壁体の内部に前記排水流路を形
成するパイプ体を具備するとともに、前記着脱部材は、前記パイプ体の上端に接合して前
記排水流路の上端を形成する筒部をさらに有し、
　前記筒部は前記パイプ体との接合部分に前記パイプ体の上端と嵌合する段差を有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の雨水継手。
【請求項３】
　前記パイプ体は前記継手本体の水平断面の中央に筒状に形成されており、当該パイプ体
の内側に前記排水流路を形成するとともに、当該パイプ体と前記外壁体との間に前記取水
流路を形成することを特徴とする請求項２に記載の雨水継手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雨水を有効利用するために、竪樋を流下する雨水の一部を途中で外部に取り
出す雨水継手に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境保全意識の高まりや節約のために竪樋を流下する雨水の一部を取り出してタ
ンクに貯水し、生活用水の一部に使用する雨水利用法が種々提案されており、竪樋に取り
付けて、この竪樋内部を流下する雨水を取水する雨水継手が種々提案されている。
【０００３】
　雨水継手としては例えば特許文献１に、上側の竪樋と下側の竪樋との間に介在し、下側
縦樋の開口端に嵌合する様に構成した雨水を取水する筒状の継手であって、上側の竪樋と
継手の間に間隙を設けており、外筒と内筒よりなる異径同心二重筒状構造を有し、内筒の
下端の等高面で内筒と外筒の間の空間が閉じられることにより雨水を貯留するとともに、
内筒上端側で貯留された雨水の上方の全面を覆う様に濾過部材が載置され、雨水貯留部の
外筒に外部へ連通する取水管が形成され、雨水貯留部より下方に延びた外筒よりなる放水
管に下側の竪樋に接続する着脱容易な嵌合部とを備えた構成の雨水継手が開示されている
。
【０００４】
　このように構成すると、上側の竪樋と継手の間に間隙があるので雨水継手を容易に取り
外すことができ、日常的なメンテナンスを容易に行うことができる。また、濾過部材を通
過した雨水が貯留されるので取水管にまでゴミが侵入することを防ぐことができ、濾過部
材上に堆積したゴミを取り除くことで簡単にゴミ詰まりを防ぐことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－７００８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかし、上述の構成においては、雨水継手と上側の竪樋との間に常に隙間が空いている
ので、この隙間から落ち葉などが侵入して、竪樋が余計に詰まりやすくなる虞がある。ま
た、メンテナンスの際に雨水継手を取り外した後、この雨水継手からさらに濾過部材を取
り外して濾過部材上に溜まっているゴミを取り除くものであるので、汚れている濾過部材
に直接触る必要があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上側の竪樋及び下側の竪樋との接合箇所に隙間を設けることなく設
置することができ、しかも容易にメンテナンスすることができ、直接目皿に触れることな
く目皿上に溜まっているゴミを取り除くことができる雨水継手を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の雨水継手は、雨水を流す竪樋の中間部
に設置され、前記竪樋の下流に連通する排水流路と、雨水を貯留する雨水タンクに連通す
る取水流路とに分岐する雨水継手であって、上下の端部にそれぞれ竪樋の端部を連結可能
な筒状であって、側面に開口を有する継手本体と、前記開口を覆う蓋部と、当該開口から
前記継手本体内に挿入される目皿保持部と、を有し、前記開口から水平成分方向に着脱自
在な着脱部材と、該目皿保持部に保持されて少なくとも前記取水流路を覆うように配置さ
れる網状の目皿と、を備えることを特徴としている。
【０００９】
　なお、ここで「水平成分方向」とは、略鉛直方向に延びる竪樋に対して傾斜等しており
、少なくとも水平成分を有する方向をいう。
【００１０】
　請求項２に記載の雨水継手は、前記継手本体は、前記外周面を形成する外壁体と、該外
壁体の内部に前記排水流路を形成するパイプ体を具備するとともに、前記着脱部材は、前
記パイプ体の上端に接合して前記排水流路の上端を形成する筒部をさらに有し、前記筒部
は前記パイプ体との接合部分に前記パイプ体の上端と嵌合する段差を有することを特徴と
している。
【００１１】
　請求項３に記載の雨水継手は、前記パイプ体は前記継手本体の水平断面の中央に筒状に
形成されており、当該パイプ体の内側に前記排水流路を形成するとともに、当該パイプ体
と前記外壁体との間に前記取水流路を形成することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の雨水継手によると、継手本体の上下の端部がそれぞれ上下の竪樋を固
定可能な筒状であるので、上下の竪樋と継手本体とがそれぞれ隙間なく連結されており、
継手本体と上下の竪樋との間から竪樋内を流下する雨水が流出することを防ぐことができ
るとともに、外部から継手本体と上下の竪樋との間を通ってゴミが侵入することを防ぐこ
とができる。また、着脱部材が継手本体の外周面に形成された開口を覆う蓋部と、当該開
口から継手本体内に挿入されて網状に形成された目皿を保持する目皿保持部と、を備えて
おり、しかもこの着脱部材が開口から水平成分方向に着脱自在であるので、着脱部材を容
易に継手本体から取り外すことができメンテナンスを容易にすることができる。また、着
脱部材を継手本体から取り外す際に、メンテナンスの作業者は着脱部材の蓋部を把持して
着脱部材を継手本体から取り外して、そのまま水平成分方向に移動させることにより、着
脱部材の目皿保持部に保持されている目皿も、継手本体の開口から抜き出すことができる
ので、汚れている目皿に直接触ることなく、目皿上に溜まっているゴミを取り除くことが
できる。
【００１３】
　請求項２に記載の雨水継手によると、継手本体内部に形成されたパイプ体の上端に着脱
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部材の筒部が接合するものであって、この筒部はパイプ体との接合部分にパイプ体の上端
と嵌合する段差を有しているので、パイプ体と筒部との相対位置がずれることがなく、又
、接合位置の隙間から排水流路を流下する雨水が漏れることを防ぐことができる。
【００１４】
　請求項３に記載の雨水継手によると、降水量が少ない場合などには、表面張力により雨
水は上側の竪樋の内周面を伝って流下するが、パイプ体が継手本体の水平断面の中央に形
成されており当該パイプ体と外壁体との間に取水流路を形成するので、竪樋の内周面を伝
って流下した雨水は、外壁体の内面を伝って取水流路に導水される。したがって降水量が
少ない雨のときでも効率よく雨水を貯留することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】雨水系排水配管の全体構成を示す斜視図。
【図２】本実施形態の雨水継手の外観構成を示す斜視図。
【図３】本実施形態の雨水継手の内部構成を示す断面図。
【図４】本実施形態の雨水継手を分解した状態を説明する斜視図。
【図５】本実施形態の雨水継手内を流下する雨水排水の流路を説明する断面図。
【図６】本実施形態の雨水継手の目皿に堆積したゴミを取り除く作業を説明する断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図１から図６を参照しつつ、本発明の雨水継手１の最良の実施形態について説明
する。建物の図示しない屋根に降り注いだ雨水を建物外に排水するために建物に設置され
る雨水系排水配管２は、屋根の外周に沿って軒樋３が形成されており、屋根に降り注いだ
雨水がこの軒樋３を介して集水器４に集められる。そして、集水器４に集められた雨水は
、この集水器４から下方に延びる竪樋５を通過して地面に設置された図示しない雨水排水
路に排出される。図１及び図５に示すように、竪樋５の中間部には雨水継手１が設置され
ており、この雨水継手１により、雨水の流路は雨水を竪樋５下流の雨水排水路に排出する
排水流路Ａと、雨水を貯留可能な雨水タンク９に導水する取水流路Ｂとに分岐されている
。
【００１７】
　雨水継手１は、図２及び図３に示すように、上側の竪樋５ａの下端及び下側の竪樋５ｂ
の上端にそれぞれ端部を連結可能な筒状であって、外周面に開口６５を有する継手本体６
と、この継手本体６の開口６５に略水平方向から嵌着し及び略水平方向に離脱する着脱部
材７と、この着脱部材７に固定される目皿８により構成されている。
【００１８】
　継手本体６は、樹脂により形成された各角が丸みを帯びた四角筒状に形成されており、
図４に示すようにその上部の外周面が切り欠けて形成された外壁体６０と、この外壁体６
０の上端に固定される四角筒状のアダプタ６１と、外壁体６０の内部に当該外壁体６０の
水平断面の中央に円筒状に形成されたパイプ体６２と、このパイプ体６２の中間部からフ
ランジ状に外側に広がって形成されて、外壁体６０の内周面に固着する底体６３と、外壁
体６０の底体６３が固着する位置よりも高い位置に形成され、外壁体６０から外側に延び
る管状の取水管６４と、を具備している。そして、外壁体６０の外周面上部の切り欠けた
部分と、アダプタ６１の下端とにより、図６にしめすように継手本体６の外周面には開口
６５が形成されている。
【００１９】
　外壁体６０の下端の内周面６６は下側の竪樋５ｂの上端に外挿して連結可能な円形又は
角形に形成されている。なお、この外壁体６０下端の内周面６６が例えば１段目は角形で
２段目は円形の２段に形成されていてもよい。すなわち、外壁体６０の最下端の内周面６
６が角形の竪樋５を挿入して固定できる角形に形成しておき、この角形に形成した部分か
ら上方に向かって円形の竪樋５を挿入して固定できる円形に形成しておくことで、円形の
竪樋５と角形の竪樋５とのいずれの竪樋５にも固定することができる雨水継手１とするこ
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とができる。外壁体６０の上端はアダプタ６１の下端と嵌合するように立ち上がり部６７
が形成されている。アダプタ６１はその端部に溝が形成されておりこの外壁体６０の上端
の立ち上がり部６７に嵌合することによりアダプタ６１が水平方向に移動することを規制
している。また、このアダプタ６１はその上端の形状が例えば円形のものと角形のものと
の２種類用意されており、上側の竪樋５ａの形状に応じて選択できる構成である。
【００２０】
　パイプ体６２は、その上端が継手本体６の外周面に形成された開口６５の下端よりも高
く位置し、その下端は少なくとも底体６３よりも下側であって、外壁体６０の下端よりも
高く位置するように配置されている。パイプ体６２の上端は開口６５に近接する側が低く
、開口６５から離れた側が高くなるように、開口６５から離れた側の半円に壁部６８が形
成されている。パイプ体６２と外壁体６０との間の空間は底体６３により上下に分断され
ており、底体６３の上側は取水管６４に連通する取水流路Ｂを形成するとともに、底体６
３の下側は排水流路Ａに連通している。取水管６４は略水平方向に延びて形成されており
、下端が雨水タンク９に連通した可とう管１０の上端が外嵌している。
【００２１】
　着脱部材７は、継手本体６の開口６５を覆う蓋部７０と、この開口６５から継手本体６
内に挿入されて網状に形成された目皿８を保持する目皿保持部７１と、パイプ体６２の上
端に接合して排水流路Ａの上端を形成する筒部７２と、を有している。蓋部７０は、上下
方向から見てＵ字状に形成されており、開口６５を覆ったときに継手本体６の外周面と整
合して、雨水継手１の外周面の一部を構成する。蓋部７０の側縁には嵌合凸条７３が形成
されているとともに、継手本体６の開口６５の側端には嵌合溝６９が形成されており、こ
の嵌合凸条７３が嵌合溝６９に挿入されて嵌合し、蓋部７０が開口６５に固定される。蓋
部７０の内側は底が開放したすり鉢状に形成されており、この蓋部７０内側の開放縁には
、環状に形成され内側に向かって４本のリブ７４が延びる目皿保持部７１が固定されてい
る。筒部７２は目皿保持部７１の４本のリブ７４の先端に支持されて形成されている。筒
部７２の下端は同心円上に２重の円管を固定して形成されており、外側の円管が開口６５
への挿入方向側が短く、開口６５への挿入方向と反対側が長く形成されている。これによ
り、筒部７２の下端は開口６５に挿入する方向側は外周よりも内周側が下方に突出した段
差７５ａを形成し、開口６５への挿入方向と反対側が内周よりも外周側が下方に突出した
段差７５ｂを形成している。目皿８は金属糸を網状に織り込んで蓋部７０下端の開放縁か
ら筒部７２の上端まで中央が開口したドーナツ状に形成されている。
【００２２】
　以上のように、雨水継手１は、筒部７２及びパイプ体６２と外壁体６０の間であって底
体６３の上側に取水管６４に連通する取水流路Ｂを形成するとともに、筒部７２及びパイ
プ体６２の内側から底体６３よりも下側の外壁体６０内部に下側の竪樋５ｂに雨水を流下
させる排水流路Ａを形成している。
【００２３】
　この雨水継手１は図５に示すように、継手本体６の開口６５に着脱部材７を取り付けた
状態で、上側の竪樋５ａの下端が継手本体６のアダプタ６１の上端に挿入され、下側の竪
樋５ｂの上端が継手本体６の外壁体６０の下端に挿入されて、それぞれ固定される。そし
て、継手本体６の取水管６４に雨水タンク９に連通する可とう管１０の上端が外嵌される
。屋根から軒樋３を通って集水器４に集められた雨水は、上側の竪樋５ａの内周面を伝っ
て雨水継手１の内部に案内される。そして、流下した雨水は外壁体６０の内周面を伝って
、すり鉢上に形成された蓋部７０の内周面を通って目皿８上に案内される。そして目皿８
は網状に形成されているので、雨水は枯葉などのゴミを目皿８で漉しとって、目皿８の下
方に形成された取水流路Ｂに流れる。筒部７２及びパイプ体６２が雨水継手１の水平断面
の中央に形成されており、その上端の外側に取水流路Ｂの入り口が形成されているので、
降水量が少ない場合などのように、流下する雨水が少量の場合は、そのほとんどが取水流
路Ｂに取り込まれて効率よく雨水を貯留することができる。また、降水量が多い場合など
のように流下する雨水が大量の場合は、取水流路Ｂ側に流れきらない雨水を筒部７２の上
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端から排水流路Ａ側に取り込むことができる。
【００２４】
　また、この雨水継手１の目皿８に枯葉などのゴミが堆積して清掃する必要がある場合は
、図６に示すように、着脱部材７の蓋部７０を把持して、継手本体６から水平方向に引き
離す。目皿８はこの着脱部材７の目皿保持部７１に固定されているので、着脱部材７を継
手本体６から引き離すことで、目皿８も継手本体６内部から取り外すことができる。そし
て、目皿８上に堆積したゴミを取り除いて、目皿８側から継手本体６の開口６５に着脱部
材７を挿入して、着脱部材７を継手本体６にはめ込む。このとき、筒部７２の下端は開口
６５に挿入する方向側は外周よりも内周側が下方に突出した段差７５ａを形成し、開口６
５への挿入方向と反対側が内周よりも外周側が下方に突出した段差７５ｂを形成しており
、パイプ体６２の上端は開口６５に近接する側が低く、開口６５から離れた側が高くなる
ように、開口６５から離れた側の半円に壁部６８が形成されているので、図５に示すよう
に互いに嵌合しあい、この筒部７２とパイプ体６２とが位置ずれすることなく固定される
。また、蓋部７０の側縁には嵌合凸条７３が形成されているとともに、継手本体６の開口
６５の側端には嵌合溝６９が形成されており、この嵌合凸条７３が嵌合溝６９に挿入され
て嵌合し、蓋部７０が開口６５に固定される。
【００２５】
　なお、本発明の実施の形態は、上述の実施形態に限ることなく、本発明の思想の範囲を
逸脱しない範囲で適宜変更することができることは云うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　以上のように、本発明に係る雨水継手１は、住宅などにおいて竪樋５を流下する雨水の
一部を取水して貯留し、生活用水に利用するための雨水継手１として好適に用いることが
できる。
【符号の説明】
【００２７】
　　１　　　雨水継手
　　５　　　竪樋
　　５ａ　上側の竪樋
　　５ｂ　下側の竪樋
　　６　　　継手本体
　　７　　　着脱部材
　　８　　　目皿
　　９　　　雨水タンク
　　６０　　外壁体
　　６２　　パイプ体
　　６５　　開口
　　７０　　蓋部
　　７１　　目皿保持部
　　７２　　筒部
　　７５ａ　内周側が突出した段差
　　７５ｂ　外周側が突出した段差



(7) JP 2012-46944 A 2012.3.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 2012-46944 A 2012.3.8

【図５】 【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

