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(57)【要約】
 
　【課題】詰まりによる竪樋の損傷を未然に防ぎ、化粧
鎖を伝って外部者が上階に侵入することがない竪樋用化
粧鎖取付具を提供する。
　【解決手段】竪樋用化粧鎖取付具１１は竪樋１２に挿
入されるオーバーフロー継手３０と本体部２０と化粧鎖
１３を吊下げる吊具２１とから成る。オーバーフロー継
手３０は円筒形状で、側面３０ａの建物１５側に設けら
れた開口３０ｂに連設してオーバーフロー短管３０ｃが
設けられる。オーバーフロー短管３０ｃは開口３０ｂか
ら斜め上方に延びたのち下垂して排水口３０ｄを備える
エルボ管形状である。本体部２０は円筒形状で内側面２
０ｂに対向して一対の垂直な矩形断面の溝部２０ｃを備
える。吊具２１は漏斗状で、狭口部側である下端部２１
ａの周縁の対向する二点を連結棒２１ｃで連結して化粧
鎖１３の係止部２１ｄとする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒形状の竪樋に化粧鎖を連結する竪樋用化粧鎖取付具であって、
　この竪樋用化粧鎖取付具は竪樋に嵌合される本体部とこの本体部に保持されて化粧鎖を
係止する吊具と雨水用のオーバーフロー継手とから成り、
　前記本体部は筒形状で内側面に対向する一対の垂直な溝部を備え、
　前記吊具は漏斗状で、下端部の周縁の対向する二点を連結棒で連結して化粧鎖の係止部
とし、前記吊具の上端部の周縁に前記本体部の内周と同形状のフランジを備えるとともに
前記フランジの対向する位置に一対の突起を設け、
　前記吊具は前記一対の突起が前記一対の溝部にスライドして前記本体部に挿入されて、
前記一対の溝部が形成されていない前記本体部の上端部に保持され、
　前記オーバーフロー継手は筒形状で側面にオーバーフロー短管と両端部にスリーブを備
え、このスリーブを介して前記本体部の上流側の前記竪樋に嵌合されることを特徴とする
竪樋用化粧鎖取付具。
【請求項２】
　請求項１に記載の竪樋用化粧鎖取付具であって、前記竪樋用化粧鎖取付具が円筒形状の
竪樋用に形成されることを特徴とする竪樋用化粧鎖取付具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、竪樋に化粧鎖を連結する竪樋用化粧鎖取付具に関し、特に外部者が竪樋を伝
って建物の上階に侵入するのを防止するのに好適な竪樋用化粧鎖の接続構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の竪樋に化粧鎖を連結して用いられる場合がある。この化粧鎖によれば、雨
水が鎖を伝うようにして排水されるのを目で見て楽しむことができるので装飾性とともに
詩情豊かな景観が創出できる。
【０００３】
　このような化粧鎖を竪樋に連結する竪樋用化粧鎖取付具の構成として特許文献１の方法
が知られている。特許文献１によれば、図５に示すように、竪樋用化粧鎖取付具１は円筒
体の集雨器３と竪樋７とで構成される。
【０００４】
　集雨器３は軒先８の軒樋９に取付けられ、集雨器３の底部に落下孔４を設けて落下孔４
から化粧鎖６が垂設される。そして、集雨器３の落下孔４より上方にオーバーフロー用排
水孔５を備え、このオーバーフロー用排水孔５に連結される竪樋７が建物１０に沿って下
垂される。
【０００５】
　従って、落下孔４が詰まった場合や大雨の場合でも雨水はオーバーフロー用排水孔５か
ら竪樋７に排水されるので、雨水は集雨器３内のオーバーフロー用排水孔５より上方まで
溜まることがないので、化粧鎖６に流れる雨水は一定量で飛散せず化粧鎖６が破損するこ
ともない。
【特許文献１】特公昭５６－２５５５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、化粧鎖６や竪樋７を伝って外部者が上階のベランダ等に侵入する恐れがあっ
た。
【０００７】
　そこで、本発明は、詰まりによる化粧鎖や竪樋の損傷を未然に防ぐとともに、化粧鎖を
伝って外部者が上階に侵入することがない竪樋用化粧鎖取付具を提供することを目的とす
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る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、筒形状の竪樋に化粧鎖を連結する竪樋用化粧鎖取付具であって、こ
の竪樋用化粧鎖取付具は竪樋に嵌合される本体部とこの本体部に保持されて化粧鎖を係止
する吊具と雨水用のオーバーフロー継手とから成り、前記本体部は筒形状で内側面に対向
する一対の垂直な溝部を備え、前記吊具は漏斗状で、下端部の周縁の対向する二点を連結
棒で連結して化粧鎖の係止部とし、前記吊具の上端部の周縁に前記本体部の内周と同形状
のフランジを備えるとともに前記フランジの対向する位置に一対の突起を設け、前記吊具
は前記一対の突起が前記一対の溝部にスライドして前記本体部に挿入されて、前記一対の
溝部が形成されていない前記本体部の上端部に保持され、前記オーバーフロー継手は筒形
状で側面にオーバーフロー短管と両端部にスリーブを備え、このスリーブを介して前記本
体部の上流側の前記竪樋に嵌合されることを特徴としている。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の竪樋用化粧鎖取付具であって、前記竪樋用化粧鎖
取付具が円筒形状の竪樋用に形成されることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１記載の発明によれば、竪樋用化粧鎖取付具は竪樋に嵌合される本体部とこの本
体部に保持されて化粧鎖を係止する吊具と雨水用のオーバーフロー継手とから成る。そし
て、前記オーバーフロー継手は筒形状で側面にオーバーフロー短管と両端部にスリーブを
備え、このスリーブを介して前記本体部の上流側の前記竪樋に嵌合される。
【００１１】
　このため、吊具に枯葉等が堆積して排水不良になった場合に、雨水はオーバーフロー短
管から排水されるので竪樋に詰まりが生じたことを容易に判断できる。そして、早期判断
によりメンテナンスが迅速に行なえるため、雨水の重量による影響で化粧鎖や竪樋の上部
領域にダメージを及ぶことを未然に防ぐことができる。
【００１２】
　さらに、前記本体部は筒形状で内側面に対向する一対の垂直な溝部を備え、前記吊具は
前記吊具の上端部の周縁に前記本体部の内周と同形状のフランジを備えるとともに前記フ
ランジの対向する位置に一対の突起を設けるので、前記吊具は前記一対の突起が前記一対
の溝部にガイドされてスライドしながら前記本体部に容易に挿入することができる。そし
て、前記吊具を前記本体部に挿入した後に前記吊具を回転させて、一対の突起が前記一対
の溝部が形成されていない前記本体部の上端部に保持される。
【００１３】
　このため、外部者が化粧鎖を伝って侵入しようとした際には、前記本体部の上端部に前
記吊具の一対の突起が保持されているだけなのでこの一対の突起が容易に曲折して上端部
から脱落するので、化粧鎖が前記吊具とともに外れるので外部者の侵入を防ぐことができ
る。
【００１４】
　請求項２記載の発明によれば、前記竪樋用化粧鎖取付具が円筒形状の竪樋用に形成され
るので汎用性に優れてコストを下げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　＜竪樋用化粧鎖取付具の構成＞　
　以下に、本発明の実施形態を図１～図４に基づいて説明する。
【００１６】
　図１に示すように、本実施例の竪樋用化粧鎖取付具１１は垂直に設けられた円筒形状の
竪樋１２に挿入して嵌合され化粧鎖１３が連結される。好ましくは、竪樋用化粧鎖取付具
１１は外部者の手が届かない高さ位置に設けられる。
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【００１７】
　竪樋１２は上方の図示しない屋根の軒樋から下垂され、竪樋１２の下端部近傍が建物１
５に控金具１４を用いて固着される。控金具１４は建物１５に固着するためのネジ等のア
ンカー部１４ａと竪樋１２を受けるための受部１４ｂとバンド部１４ｃとから成る。
【００１８】
　一連の連結された化粧鎖１３ａの最下部は地面１８内に設けた排水管１６を覆って設け
られた排水管カバー１７内に納められるが、化粧鎖１３ａが風等で揺れて建物に傷が付く
恐れのある場合には化粧鎖１３ａの最下部は排水管カバー１７内で固定するのが好ましい
。
【００１９】
　図２、図３に示すように、竪樋用化粧鎖取付具１１は竪樋１２ａに挿入して嵌合される
オーバーフロー継手３０と竪樋１２ｂに挿入して嵌合される本体部２０とこの本体部２０
に保持されて化粧鎖１３を吊下げる吊具２１とから成る。いま、竪樋１２ａ、１２ｂは内
径Ｑで側面１２ｃの板厚Ｐである。
【００２０】
　オーバーフロー継手３０は全高さＨ、内直径Ｑ１、外直径Ｑ３の円筒形状で、側面３０
ａの建物１５側に設けられた開口３０ｂに連設してオーバーフロー短管３０ｃが設けられ
る。オーバーフロー短管３０ｃは開口３０ｂから斜め上方に延びたのち下垂して排水口３
０ｄを備えるエルボ管形状である。
【００２１】
　側面３０ａの上下端部にスリーブ３０ｅを備えスリーブ３０ｅの外直径Ｑ２は竪樋１２
ａ、１２ｂの内径Ｑに等しく形成されるので、スリーブ３０ｅは竪樋１２ａ、１２ｂに挿
入して嵌合できる。また、オーバーフロー継手３０の外直径Ｑ３は竪樋１２ａ、１２ｂの
側面１２ｃと面一に形成される。
【００２２】
　さらに、スリーブ３０ｅの表面には僅かな突起Ｙが設けられ、突起Ｙは先端Ｙ１からス
リーブ３０ｅの中央側に位置する先端Ｙ２にかけて徐々に連続して高くなりながら眉毛状
に突起する。このため、スリーブ３０ｅは竪樋１２ａ、１２ｂにさらに確実に嵌合するこ
とができる。
【００２３】
　そして、下流側の本体部２０と吊具２１において枯葉等が詰まったときには雨水Ｗ１は
一定の水面Ｗ２を保ちながらオーバーフロー短管３０ｃから雨水Ｗ３が排水される。
【００２４】
　本体部２０は外直径Ｑ４、内直径Ｑ５の円筒形状で下端部にフランジ２０ａが設けられ
、フランジ２０ａから上端部２０ｄまでの全高さＨ１で、内側面２０ｂに対向して一対の
垂直な矩形断面の溝部２０ｃを備える。また、上端部２０ｄの一対の溝部２０ｃの中間部
に一対の凹部２０ｅが形成される。
【００２５】
　そして、フランジ２０ａの本体部２０からの突出長さＰ１は竪樋１２ｂの板厚Ｐと同じ
長さで、本体部２０の外直径Ｑ４は竪樋１２ｂの内径Ｑと同じ長さに形成される。
【００２６】
　吊具２１は漏斗状（側面視で円錐台形）で、狭口部としての下端部２１ａの周縁の対向
する二点２１ｂを連結棒２１ｃで連結して化粧鎖１３用の係止部２１ｄとする。係止部２
１ｄは化粧鎖１３の上端部のリング１３ｂを挿入して吊下げできるように半円弧状に形成
される。
【００２７】
　また、吊具２１の広口部側である上端部２１ｅにフランジ２１ｆを備えるとともに、こ
のフランジ２１ｆの対向する位置に一対の突起２１ｇをフランジ２１ｆから突出して設け
る。
【００２８】
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　ここで、吊具２１のフランジ２１ｆの外直径Ｑ６と本体部２０の内直径Ｑ５は同じ長さ
に形成され、溝部２０ｃと突起２１ｇは同形状に形成される。そして、吊具２１は矢印Ｋ
で示すように本体部２０に挿入される。
【００２９】
　より詳しくは、図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、吊具２１は一対の突起２１
ｇが本体部２０の一対の溝部２０ｃに沿ってスライドして本体部２０に挿入された後、本
体部２０の上端部２０ｄに沿って回転して、上端部２０ｄの溝部２０ｃが形成されていな
い位置に形成された一対の凹部２０ｅ内に保持される。
【００３０】
　突起２１ｇは吊具２１や化粧鎖１３ａの自重によって下方に作用されるので凹部２０ｅ
に安定して保持することができる。
【００３１】
　吊具２１の突起２１ｇは外部者の重力を支えるだけの強度を保持せず、例えば、外部者
の重力を６０Ｋｇとしてその１／３の２０Ｋｇに耐える強度に設定される。
【００３２】
　なお、竪樋用化粧鎖取付具１１を竪樋１２ａ、１２ｂに取付ける際には接着剤を用いて
固着してもよい。
【００３３】
　本体部２０、吊具２１、オーバーフロー継手３０はアクリル系樹脂や硬質塩化ビニール
樹脂等の合成樹脂又はステンレス材等が用いられる。
【００３４】
＜竪樋用化粧鎖取付具の作用＞
　上記のように、下流側の本体部２０と吊具２１において枯葉等が詰まると、雨水Ｗ１は
一定の水面Ｗ２を保ちながらオーバーフロー短管３０ｃから雨水Ｗ３が排水されるので、
竪樋１２に詰まりが生じたことを容易に判断できるのでメンテナンスが迅速に行なえる。
【００３５】
　オーバーフロー継手３０の外直径Ｑ３は竪樋１２ａ、１２ｂの側面１２ｃと面一に形成
される。さらに、竪樋１２の内径Ｑと本体部２０の外直径Ｑ４は同じ長さ、竪樋１２の板
厚Ｐとフランジ２０ａの突出長さＰ１は同じ長さに形成される。
【００３６】
　このため、竪樋１２ａ、１２ｂにオーバーフロー継手３０と本体部２０を嵌合した状態
でオーバーフロー継手３０とフランジ２０ａが竪樋１２ａ、１２ｂの側面１２ｃから突出
しないので、竪樋用化粧鎖取付具１１の外観が優れているので品質性が向上する。
【００３７】
　また、吊具２１の突起２１ｇが本体部２０の上端部２０ｄの凹部２０ｅに保持された状
態では、突起２１ｇに吊具２１と化粧鎖１３の重力が常時下方に掛かっているので吊具２
１は本体部２０に安定して係止できる。
【００３８】
　そして、外部者が化粧鎖１３を伝って二階のベランダ等に侵入しようとした際には、吊
具２１の突起２１ｇが外部者の重力を支えるだけの強度を保持しないので吊具２１が本体
部２０から外れるので外部者の侵入を防ぐことができる。
【００３９】
　吊具２１が漏斗状なので雨水を化粧鎖１３の中心部にガイドして確実に集めることがで
きるので雨水の飛散を防ぐことができる。
【００４０】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて説明したが、具体的な構成はこの実施例に限ら
れるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても本発明に含まれ
る。
【００４１】
　竪樋用化粧鎖取付具１１は他の筒形状の竪樋に用いることも可能であり、たとえば、矩
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状で吊具２１は外観が略四角錐台形の漏斗状となる。
【００４２】
　本体部２０の上端部２０ｄの凹部２０ｅは、上端部２０ｄ上に一対の突起を形成してそ
の一対の突起に挟まれた凹部形状でも良い。本体部２０にフランジ２０ａを備えない構成
でも構わない。
【００４３】
　オーバーフロー継手３０は竪樋１２ａ、１２ｂの外側面に嵌合する構成にもできる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態における、竪樋１２と竪樋用化粧鎖取付具１１と化粧鎖１３の
組付け側面図である。
【図２】本発明の実施形態における、（ａ）は図１におけるＡ部の一部断面視側面図、（
ｂ）は図２（ａ）におけるＢ矢視透視図である。
【図３】本発明の実施形態における竪樋用化粧鎖取付具１１の、本体部２０と吊具２１の
分解詳細斜視図である。
【図４】本発明の実施形態における竪樋用化粧鎖取付具１１の、（ａ）は本体部２０に吊
具２１を挿入する状態を示す斜視図、（ｂ）は本体部２０に吊具２１が挿入された状態を
示す斜視図、ｃ）は本体部２０に対して吊具２１を９０度回転して吊具２１の突起２１ｇ
が本体部２０の凹部２０ｅに保持された状態を示す斜視図である。
【図５】従来例における、竪樋用化粧鎖取付具１の取付斜視図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１１　竪樋用化粧鎖取付具
　１２　竪樋
　１３　化粧鎖
　１５　建物
　２０　本体部
　２０ｂ　内側面
　２０ｃ　溝部
　２１　吊具
　２１ａ　下端部
　２１ｃ　連結棒
　２１ｄ　係止部
　３０　オーバーフロー継手
　３０ａ　側面
　３０ｂ　開口
　３０ｃ　オーバーフロー短管
　３０ｄ　排水口



(7) JP 2008-133611 A 2008.6.12

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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