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(57)【特許請求の範囲】
【請求項４】
　上端が地表に表出するように埋設されて流入管（２０ａ）が接続された有底の上部枡（
２２）と、
　前記上部枡（２２）に上部が接続され前記流入管（２０ａ）から供給される水を上端開
口部から流下させる筒状の下部鉛直枡（２３）と
　を備え、
　前記下部鉛直枡（２３）の上端が前記上部枡（２２）の底壁（２２ａ）を貫通して前記
上部枡（２２）の周壁（２２ｂ）が前記下部鉛直枡（２３）の上端を包囲するように設け
られ、
　前記底壁（２２ａ）を貫通した前記下部鉛直枡（２３）の上端周囲と前記周壁（２２ｂ
）との間に前記流入管（２０ａ）から供給されて前記下部鉛直枡（２３）の上端開口部に
流入する水に含まれる固形物を沈降させる周溝（３３）が形成され、
　前記周溝（３３）の水を排出する排水管（３６）が前記周溝（３３）に連結され、
　前記排水管（３６）が連結された側を低くして前記周溝（３３）における水が前記排水
管（３６）に流入するように前記周溝（３３）の底面が水平面に対して傾斜して形成され
た
　ことを特徴とする除塵管理枡。
【請求項５】
　流入管（２０）と排水管（３６）が上部枡（２２）の周壁（２２ｂ）における対向位置
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にそれぞれ接続され、
　前記流入管（２０ａ）側から前記排水管（３６）側に向かう前記周壁（２２ｂ）の内側
の幅が減少するように前記周壁（２２ｂ）の内面が湾曲又は傾斜して形成された請求項４
記載の除塵管理枡。
【請求項６】
　周溝（３３）に連通する沈砂槽（３７）が上部枡（２２）に併設され、排水管（３６）
が前記沈砂槽（３７）を介して周溝（３３）に連結された請求項４又は５記載の除塵管理
枡。
【請求項７】
　沈砂槽（３７）から排水管（３６）に流入する水量を調整可能な調整弁（３８）が前記
沈砂槽（３７）に設けられた請求項６記載の除塵管理枡。
【請求項８】
　下部鉛直枡（２３）の上端開口部と周溝（３３）を覆い流入管（２０ａ）から供給され
て前記周溝（３３）に至る水を濾過可能に構成された網板（３４）が上部枡（２２）に設
けられた請求項４ないし７いずれか１項に記載の除塵管理枡。
【請求項９】
　地下に埋設された貯水槽（１０）と、下部鉛直枡（２８）の上端開口部から流下する水
が前記貯水槽（１０）に供給されるように前記貯水槽（１０）に連結して設けられた請求
項４ないし８いずれか１項に記載の除塵管理枡（２０）とを備えた地下貯水システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地下に埋設されて水を貯留する貯水槽や下水道等に連結して設けられ、その
貯水槽や下水道等に供給される水から塵を除去する除塵管理枡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、雨水を有効に利用するための設備として、地下に貯水槽を埋設してこの貯水槽に
雨水を貯留するものが知られている。この設備では、家屋の屋根若しくは屋上又は地表に
落下した雨水を樋又は溝により集め、この集めた水を流入管に導き、この流入管を介して
貯水槽にその水を供給してその内部に貯留するように構成される。また、このような設備
には地上から内部に貯留された水を抜出し可能なポンプ等の排水手段が設けられ、この排
水手段により内部に貯留された水を抜出してその水を利用できるように構成される。
【０００３】
　また、いわゆる洪水の発生を回避する設備として、地下に貯水槽を埋設してこの貯水槽
に余剰雨水を一時的に貯留することにより、その余剰雨水が地表を流れることを防止する
ものが知られている。この設備では、地上の河川を流れる雨水が所定の水位以上に上昇し
た場合に、余剰雨水が流入管を介して貯水槽に一時的に貯留されるとともに、地下に埋設
された貯水槽はその一時的に貯留した雨水が周囲の土壌に浸透可能に構成される。従って
、貯水槽に一時的に貯留された雨水は、その後の晴天時において貯水槽周囲の土壌に漏れ
出して内部に再び雨水を貯留するための空間を形成するように構成され、その後の降雨時
における一定量の雨水を一時的に貯留可能な空間を常に準備しておくようになっている。
【０００４】
　従来、このような設備に使用される貯水槽であって、地下に比較的簡易に設置できるも
のとして、地下貯水槽を形成すべき場所を掘削し、その掘削した中央最下部分にシートを
配置してその中央部分に砂、砂礫、割石や、プラスチックの成型体等からなる滞水材を積
上げて形成するものが知られている。この場合のシートとして、雨水の再利用を目的とす
る場合には雨水の透過不能な遮水シートが、洪水の発生を回避することを目的とする場合
には雨水の透過を許容する透水シートが使用される。その後、シートの周囲は立ち上げら
れて滞水材の周囲をそのシートにより包囲し、滞水材の上面にシートの端部を載せること
により滞水材をそのシートにより包み込むことで貯水槽が形成される。この地下貯水槽で
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は、砂、砂礫、割石やプラスチックの成型体等からなる滞水材の隙間に水が貯留するよう
になっている。
【０００５】
　そして、このように地下に埋設された貯水槽には、家屋の屋根若しくは屋上又は地表に
落下した雨水や河川を流れる水が貯留されるため、除塵管理枡を設けることが知られてい
る（例えば、特許文献１参照。）。即ち、地下に埋設される貯水槽の内部の洗浄は困難で
あり、家屋の屋根若しくは屋上又は地表に落下した雨水や河川を流れる水の中には塵が比
較的多く含まれる。このため、貯水槽に供給される水から塵を除去する除塵管理枡を貯水
槽に連結して設け、貯水槽に供給する以前にその水に含まれる塵を除去して貯水槽の内部
が塵で満たされてしまうような事態を回避するようにしている。そしてこの除塵管理枡で
は、流入管から供給される水をそこに一時的に貯留させ、その内部で水に含まれる塵を沈
降させ、その塵が除去された後の水を水供給管を介して貯水槽に供給するようになってい
る。
【特許文献１】
ＷＯ２００６／００１１３９Ａ１（請求項１１、図１８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記従来の除塵管理枡では、流入管から供給される水を管理枡に一時的に貯留
させる必要があることから、その管理枡自体が縦長となってその管理枡を埋設する深さが
比較的深くなり、管理枡の内部で沈降した塵が堆積した場合の除去作業に手間がかかるな
ど、その管理が困難になる不具合があった。
　また、このような除塵管理枡を、道路脇に設けられてその道路の降雨雨水を下水道に案
内する道路用のものとして使用することも検討されており、道路脇に設けられるような場
合であっても流入する土砂や塵を水から比較的容易に分離して、この除塵管理枡に連接す
る透水層の目詰まりを防止するとともに、下水道等に土砂や塵を流さないようにすること
が求められる。
本発明の目的は、流入する水から土砂や塵を分離してその土砂や塵を貯水槽、浸透枡、下
水道等に流さない除塵管理枡を提供することにある。
　本発明の別の目的は、洗浄が容易であって且つ容易に管理し得る除塵管理枡を提供する
ことにある。
課題を解決するための手段
［０００７］
請求項４に係る発明は、図１に示すように、上端が地表に表出するように埋設されて流入
管２０ａが接続された有底の上部枡２２と、上部枡２２に上部が接続され流入管２０ａか
ら供給される水を上端開口部から流下させる筒状の下部鉛直枡２３とを備え、下部鉛直枡
２３の上端が上部枡２２の底壁２２ａを貫通して上部枡２２の周壁２２ｂが下部鉛直枡２
３の上端を包囲するように設けられ、底壁２２ａを貫通した下部鉛直枡２３の上端周囲と
周壁２２ｂとの間に流入管２０ａから供給されて下部鉛直枡２３の上端開口部に流入する
水に含まれる固形物を沈降させる周溝３３が形成され、周溝３３の水を排出する排水管３
６が周溝３３に連結され、排水管３６が連結された側を低くして周溝３３における水が排
水管３６に流入するように周溝３３の底面が水平面に対して傾斜して形成されたことを特
徴とする。
　この請求項４に記載された除塵管理枡では、水に含まれる固形物を沈降させる周溝３３
を形成したので、下部鉛直枡２３に流下する水から固形物からなる塵をその周溝３３によ
り取り除くことができる。このため、例えば、その下部鉛直枡２３を介して水が供給され
る貯水槽１０や下水道等の内部が麈により汚染されることを防止することができる。また
、除塵管理枡が図６に示す道路脇の溝等に設けられる場合には、流入する土砂や塵を水か
ら分離して、この除塵管理枡に連接する透水層の目詰まりを防止することができる。
［０００８］
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ここで、その周溝３３は、上部枡２２の底壁２２ａを貫通した下部鉛直枡２３の上端周囲
と上部枡２２の周壁２２ｂとの間に形成され、比較的浅い位置に存在する。このため、そ
の周溝３３に沈降した塵が堆積した場合、周溝３３内の塵の除去は比較的容易になる。
一方、下部鉛直枡２３は縦長となって埋設する深さが比較的深くなることもあるけれども
、周溝３３に塵を沈降させた水が下部鉛直管２３の内部に流下するため、下部鉛直管２３
の内部に堆積する塵の量は従来より著しく減少し、下部鉛直管２３内部の清掃頻度は減少
する。このため、上部枡２２及びこの下部鉛直管２３を含む本発明の除塵管理枡の管理負
担を従来の管理枡より減少させることができる。
［０００９］
［００１０］
周溝３３は、水に含まれる固形物を沈降させる部分であるけれども、この周溝３３の全て
が固形物で満たされると下部鉛直枡２３に流入する水からその塵となる固形物を除去する
ことが困難になる。この請求項４に記載された除塵管理枡では、排水管３６を周溝３３に
連結するので、その排水管３６を介して周溝３３における水をそこに沈降した固形物とと
もに周溝３３の外部に排出させることができ、排水管３６を下水管に接続すればその固形
物を水とともに下水管に流入させることもできる。この結果、周溝３３が固形物で満たさ
れるような事態を有効に回避することができる。
［００１１］
　請求項５に係る発明は、請求項４に係る発明であって、更に図２に示すように、流入管
２０ａと排水管３６が上部枡２２の周壁２２ｂにおける対向位置にそれぞれ接続され、流
入管２０ａ側から排水管３６側に向かう周壁２２ｂの内側の幅が減少するように周壁２２
ｂの内面が湾曲又は傾斜して形成されたことを特徴とする。
　この請求項５に記載された除塵管理枡では、周溝３３における水をそこに沈降した固形
物とともに排水管３６に速やかに案内することが可能になり、この周溝３３に固形物が停
滞するような事態を有効に回避することができる。
［００１２］
請求項６に係る発明は、請求項４又は５に係る発明であって、周溝３３に連通する沈砂槽
３７が上部枡２２に併設され、排水管３６が沈砂槽３７を介して周溝３３に連結されたこ
とを特徴とする。
この請求項６に記載された除塵管理枡では、排水管３６を沈砂槽３７を介して周溝３３に
連結したので、周溝３３において沈降した塵を構成する固形物をその周溝３３から移動さ
せてこの沈砂槽３７において沈降させることができる。この結果、不要な固形物が排水管
３６に流入することを防止するとともに、周溝３３が固形物で満たされるような事態を比
較的長期にわたって回避することができる。
［００１３］
請求項７に係る発明は、請求項６に係る発明であって、沈砂槽３７から排水管３６に流入
する水量を調整可能な調整弁３８が沈砂槽３７に設けられたことを特徴とする。
　この請求項７に記載された除塵管理枡では、調整弁３８により周溝３３から排水管３６
に流入する水量を流入管２０ａから上部枡２２に流入する水量以下に調整することにより
、その周溝３３を経て下部鉛直枡２３の上端開口部からその下部鉛直枡２３の内部に流下
する水の量を増減調節することが可能になる。
　請求項８に係る発明は、請求項４ないし７いずれか１項に係る発明であって、下部鉛直
枡２３の上端開口部と周溝３３を覆い流入管２０ａから供給されて周溝３３に至る水を濾
過可能に構成された網板３４が上部枡２２に設けられたことを特徴とする。
　この請求項８に記載された除麈管理枡では、網板３４を設けるので、流入管２０ａから
供給される水からその網板３４で捕獲可能な比較的大きな塵を周溝３３に至る水から除去
することができる。このため、その後下部鉛直枡２３に流入する水に含まれる比較的大型
の麈の量を更に減少させることができる。
　請求項９に係る発明は、地下に埋設された貯水槽１０と、下部鉛直枡２３の上端開口部
から流下する水が貯水槽１０に供給されるように貯水槽１０に連結して設けられた請求項
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４ないし８いずれか１項に記載の除塵管理枡２０とを備えた地下貯水システムである。
発明の効果
［００１４］
　本発明の除塵管理枡では、底壁を貫通した下部鉛直枡の上端周囲と周壁との間に流入管
から供給されて下部鉛直枡の上端開口部に流入する水に含まれる固形物を沈降させる周溝
を形成したので、下部鉛直枡に流入する水に含まれるその固形物からなる塵を減少させて
、貯水槽、浸透枡、下水道等に供給される水から塵を高い確率で除去することができる。
ここで、その周溝は、上部枡の底壁を貫通した下部鉛直枡の上端周囲と上部枡の周壁との
間に形成され、比較的浅い位置に存在する。このため、その周溝に沈降した塵が堆積した
場合の洗浄は比較的容易になる。その一方、下部鉛直枡は縦長となって埋設する深さが比
較的深くなることもあるけれども、周溝に塵を沈降させた水が下部鉛直管の内部に流下す
るため、下部鉛直管の内部に堆積する塵の量は従来より減少し、下部鉛直管内部の洗浄頻
度は減少する。このため、上部枡及びこの下部鉛直管を含む本発明の除塵管理枡の管理負
担を従来の管理枡より減少させることができる。
［００１５］
　この場合、下部鉛直枡の上端開口部と周溝を覆い流入管から供給されて周溝に至る水を
濾過可能に構成された網板を上部枡に設ければ、その後に下部鉛直枡に流下する水に含ま
れる比較的大型の塵の量を更に減少させることができ、排水管を周溝に連結すれば、周溝
が固形物で満たされるような事態を有効に回避することができる。そして、排水管が連結
された側を低くして周溝における水が排水管に流下するように周溝の底面を水平面に対し
て傾斜して形成し、流入管側から排水管側に向かう上部枡の周壁における内側の幅が減少
するようにその周壁の内面を湾曲又は傾斜して形成すれば、周溝における水をそこに沈降
した固形物とともに排水管に速やかに案内することが可能になり、この周溝に固形物が停
滞するような事態を有効に回避することができる。
【００１６】
　また、周溝に連通する沈砂槽を上部枡に併設し、沈砂槽を介して排水管を周溝に連結す
れば、周溝において沈降した塵を構成する固形物をその周溝から移動させてこの沈砂槽に
おいて沈降させることができ、不要な固形物が排水管に流入することを防止するとともに
、周溝が固形物で満たされるような事態を比較的長期にわたって回避することができる。
そして、周溝から排水管に流入する水量を調整可能な調整弁を設ければ、調整弁により周
溝から排出される水量を調整することにより、その周溝を経て下部鉛直枡の上端開口部か
ら流下する水の量を増減調節することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明実施形態の除塵管理枡の構成を示す断面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】下部鉛直管の下端を貯水槽に連結した別の除塵管理枡の構成を示す図１に対応す
る断面図である。
【図４】沈砂槽を上部枡に密着させた更に別の除塵管理枡の構成を示す図１に対応する断
面図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】本発明の別の実施形態の除塵管理枡の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【００１８】
　１０　貯水槽
　２０　除塵管理枡
　２０ａ　流入管
　２２　上部枡
　２２ａ　底壁
　２２ｂ　周壁
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　２３　下部鉛直枡
　３３　周溝
　３４　網板
　３６　排水管
　３７　沈砂槽
　３８　調整弁
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、この実施の形態における除塵管理枡２０は貯水槽１０に連結して設
けられるものを示す。この貯水槽１０は地下に埋設されるものであって、この貯水槽１０
は家屋の屋根若しくは屋上又は地表に落下した雨水を内部に貯留して、図示しない排水手
段により内部に貯留された水を抜出してその水を再利用するようにしたものを示す。図１
に例示する貯水槽１０は、複数の滞水材１２を組み合わせてなる集合体を遮水シート１４
により被覆することにより形成される。この実施の形態における滞水材１２としては金型
により成形されたプラスチックの成型体１２が用いられる。このプラスチックの成型体か
らなる滞水材１２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
れて滞水材１２の集合体が得られる。一方、これらの滞水材１２を被覆する遮水シート１
４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
織布が重ね合わせられる。
【００２０】
　この貯水槽１０は、掘削された箇所に遮水シート１４を配置し、その中央部分に滞水材
１２を縦横及び上下に配設して集合体を得た後、遮水シート１４の周囲を立ち上げて滞水
材１２の集合体の周囲をその遮水シート１４により包囲し、更に滞水材１２の上面に遮水
シート１４の端部を載せることにより滞水材１２の集合体をその遮水シート１４により包
み込むことで形成される。ここで、単一の遮水シート１４では滞水材１２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１４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、滞水材１２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１４を得る。このように構成された貯水槽
１０では、滞水材１２の隙間に水を貯留可能に構成される。
【００２１】
　貯水槽１０に連結して設けられる本発明の除塵管理枡２０は、上端が地表に表出するよ
うに埋設されて流入管２０ａが接続された有底の上部枡２２と、その上部枡２２に上部が
接続された下部鉛直枡２３とを備える。そして、この下部鉛直枡２３が貯水槽１０に連結
される。ここで、上部枡２２に接続された流入管２０ａは、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水を上部枡２２に導くものである。
【００２２】
　上部枡２２は、底壁２２ａと周壁２２ｂを備える。この周壁２２ｂは下部鉛直枡２３の
上端を包囲可能な大きさに形成され、流入管２０ａはこの周壁２２ｂに接続される。周壁
２２ｂの上縁には蓋板２４の周囲が着座する段部２２ｃが形成され、その蓋板２４の周囲
をその段部２２ｃに着座させることにより、上部枡２２の上端開口部を開放可能に閉止す
る蓋体２４がその上部枡２２に設けられる。
【００２３】
　上部枡２２の底壁２２ａには下部鉛直枡２３の上端外形に相応する孔２２ｄが形成され
、下部鉛直枡２３の上端がこの孔２２ｄに挿通されて、その下部鉛直枡２３の上端は上部
枡２２の底壁２２ａを貫通して設けられる。即ち、下部鉛直枡２３の上端周囲と周壁２２
ｂとの間に周溝３３が形成されるように下部鉛直枡２３の上端が上部枡２２の底壁２２ａ
を貫通して設けられる。そして、その上部枡２２の内部であって下部鉛直枡２３の上端周
囲に形成された周溝３３は、流入管２０ａから供給されて下部鉛直枡２３の上端開口部に
流入する水を一旦貯留して、その水に含まれる固形物を沈降させるように構成される。
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【００２４】
　また、周溝３３には、他端が図示しない下水管に連結された排水管３６の一端が連結さ
れる。この排水管３６は、周溝３３における水を図示しない下水管に流入させるためのも
のであり、この実施の形態における排水管３６は周囲に複数の小孔３６ａ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３６は、周溝３３から流入した水を周囲の地中に浸透させつつ、余剰の水を図示しな
い下水管に流入させるように構成される。
【００２５】
　また、この実施の形態における上部枡２２には、周溝３３に連通する沈砂槽３７が併設
される。図１における沈砂槽３７は、底部に水が透過可能な複数の貫通小孔３７ｂが形成
された蓋３７ｃ付きのいわゆる浸透型の枡であって、上部枡２２から所定の間隔をあけて
その上部枡２２に並んで埋設され、その上部枡２２と沈砂槽３７は連結管３７ａに接続さ
れる。上部枡２２内部に形成された周溝３３はこの連結管３７ａを介して沈砂槽３７に連
通され、この沈砂槽３７に排水管３６の一端が連結される。これにより、排水管３６は沈
砂槽３７を介して周溝３３に連結するように構成される。流入管２０ａと排水管３６は上
部枡２２の周壁２２ｂにおける対向位置にそれぞれ接続され、排水管３６は流入管２０ａ
より低い位置に接続される。そして、排水管３６が連結された側を低くして周溝３３にお
ける水が連結管３７ａ及び沈砂槽３７を介して排水管３６に流入するように周溝３３の底
面を構成する底壁２２ａの上面が水平面に対して傾斜して形成される。
【００２６】
　また、図２に示すように、流入管２０ａ側から連結管３７ａを介して排水管３６側に向
かう周壁２２ｂの内側の幅が減少するように周壁２２ｂの内面が湾曲又は傾斜して形成さ
れる。図２では、排水管３６が接続された周壁２２ｂの両側における角部が下部鉛直管２
３を中心とする円弧状に湾曲して形成された例を示す。
【００２７】
　図１に戻って、沈砂槽３７の排水管３６が連結された側壁にはその排水管３６の断面積
を増減して、周溝３３から下水管に流入する水量を調整可能に構成された調整弁３８が設
けられる。そして、調整弁３８により周溝３３から下水管に流入する水量を流入管２０ａ
から上部枡２２に流入する水量以下に調整することにより、その周溝３３を経て下部鉛直
枡２３の上端開口部からその下部鉛直枡２３の内部に流下する水の量を増減調節可能に構
成される。
【００２８】
　一方、下部鉛直枡２３は筒状であって、その上部が上部枡２２に接続されて上部枡２２
に流入管２０ａから供給された水が周溝３３を経てその上端開口部から流下するように構
成される。そして、この下部鉛直枡２３は、その上端開口部から流下させた水を貯水槽１
０に供給するものであり、この実施の形態では、その流下する水をこの内部に貯留した後
、その貯留された水を鉛直管２７及び水供給管２６を介してその周囲に存在する貯水槽１
０に供給するように構成される。
【００２９】
　この実施の形態における鉛直管２７及び水供給管２６は、それぞれ断面円形の塩化ビニ
ール製の押出成形された管からなる。図１には、水供給管２６が下部鉛直枡２３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伸びて設けられる場合を示し、下部鉛
直枡２３の内部に開口した水供給管２６の端部に鉛直管２７の上端がいわゆるＬ字管２８
を介して連結される。このように、下部鉛直枡２３の内部に貯留された水を貯水槽１０に
供給する水供給管２６によりその下部鉛直枡２３と貯水槽１０を連結することになるけれ
ども、下部鉛直枡２３と貯水槽１０の相対的な位置の変動を吸収させるためのベローズ２
６ａが水供給管２６に設けられる。
【００３０】
　一方、鉛直管２７は下端が有底筒状の下部鉛直枡２３の底部に臨んで開口し、下部鉛直
枡２３の内部に貯留された水がこの鉛直管２７の下端から進入して上昇し、その上端から
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水供給管２６に至り、その水供給管２６の内部を水平方向に流れて下部鉛直枡２３の周囲
にある貯水槽１０の内部に供給するように構成される。即ち、下部鉛直枡２３の内部に貯
留された水は、この鉛直管２７を介して貯水槽１０に供給されるように構成される。そし
て、この鉛直管２７には図示しない逆止弁が設けられ、この逆止弁は下部鉛直管２３内部
の水位が貯水槽１０内部の水位以上のときに下部鉛直管２３内部から貯水槽１０に水が流
れるのを許容し、下部鉛直管２３内部の水位が貯水槽１０の水位未満のとき貯水槽１０の
水が下部鉛直管２３内部に流れるのを阻止するように構成される。
【００３１】
　また、上部枡２２の内部には蓋体２４を取り外すことにより開放された上端開口部から
網板３４が挿入される。この網板３４は流入管２０ａ側が下方になるように傾斜して上部
枡２２の内部に設けられ、傾斜した状態で下部鉛直枡２３の上端開口部と周溝３３を覆う
ように構成される。そして、この網板３４は、流入管２０ａから供給されて周溝３３に至
る水を濾過可能に構成され、その網板３４を通過した周溝３３の水が下部鉛直枡２３の上
端開口部に至るように構成される。
【００３２】
　このように構成された除塵管理枡２０では、流入管２０ａを介して外部から供給される
水は上部枡２２に流入し、下部鉛直枡２３の上端開口部から流下してその内部に貯留され
、その後鉛直管２３及び水供給管２６を介して貯水槽１０に供給される。ここで、上部枡
２２の内部の下部鉛直枡２３の上端周囲に周溝３３を形成したので、この周溝３３は、流
入管２０ａから供給されて下部鉛直枡２３の上端開口部に流入する水に含まれる固形物を
沈降させる。このため、下部鉛直枡２３の上端開口部から流下する水に含まれる塵の量は
減少し、貯水槽１０に供給される水から塵を除去してその内部が塵で満たされてしまうよ
うな事態を回避することができる。
【００３３】
　そして、この実施の形態では、下部鉛直枡２３の上端開口部と周溝３３を覆い流入管２
０ａから供給されて周溝３３に至る水を濾過可能に構成された網板３４を上部枡２２に設
けたので、その網板３４が流入管２０ａから供給される水から捕獲可能な比較的大きな塵
を周溝３３に至る水から除去する。このため、その後下部鉛直枡２３に流入する水に含ま
れる比較的大型の塵の量は減少し、貯水槽１０に供給される水から塵の量を更に減少させ
ることができる。
【００３４】
　また、周溝３３は、水に含まれる固形物を沈降させる部分であるけれども、この周溝３
３の全てが固形物で満たされると下部鉛直枡２３に流入する水からその塵となる固形物を
除去することが困難になる。しかし、この除塵管理枡では、排水管３６を介して周溝３３
における水をそこに沈降した固形物とともに下水管に流入させる排水管３６を設けるので
、周溝３３が固形物で満たされるような事態を有効に回避することができる。特にこの実
施の形態では、周溝３３に連通する沈砂槽３７を上部枡２２に併設し、排水管３６を沈砂
槽３７を介して周溝３３に連結したので、周溝３３において沈降した塵を構成する固形物
をその周溝３３から移動させてこの沈砂槽３７において沈降させることができる。この結
果、不要な固形物が排水管３６及びその排水管３６を介して図示しない下水管に流入する
ことを防止するとともに、周溝３３が固形物で満たされるような事態を比較的長期にわた
って回避することができる。
【００３５】
　また、この実施の形態では、排水管３６が連結された側を低くして周溝３３における水
が排水管３６に流入するように周溝３３の底面を水平面に対して傾斜して形成し、流入管
２０ａ側から排水管３６側に向かう周壁２２ｂの内側の幅が減少するように周壁２２ｂの
内面を湾曲して形成したので、周溝３３における水をそこに沈降した固形物とともに排水
管３６に速やかに案内することが可能になり、この周溝３３に固形物が停滞するような事
態を有効に回避することができる。そして、周溝３３から沈砂槽３７を介して排水管３６
に流入する水量を調整可能な調整弁３８をその沈砂槽３７に設けるので、その調整弁３８
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を調整することにより、下部鉛直枡２３に流入して貯水槽１０に供給される水の量を調整
することが可能となる。
【００３６】
　一方、周溝３３や下部鉛直枡２３の内部に沈降した土砂等は、蓋体２４を上部枡２２か
ら取り外してその上端開口部を開放させ、その開口部から周溝３３や下部鉛直枡２３の底
部を吸引するような手段により掃除することができる。これと同様に、比較的大きな塵を
捕獲した網板３４にあっても、蓋体２４を上部枡２２から取り外して開放された上端開口
部から網板３４を取り外すことにより、それらを洗浄することができる。更に、沈砂槽３
７に沈降した固形物等にあっても、その蓋３７ｃを取り外してその上端を開放させて底部
を吸引するような手段により掃除することができる。このため、網板３４を洗浄すること
により、及び周溝３３及び下部鉛直枡２３の底部から沈降した土砂等を除去することによ
り、並びに沈砂槽３７の底部から沈降した固形物等を除去することにより、本発明の除塵
管理枡２０の管理を適切に行うことが可能になる。
【００３７】
　ここで、その周溝３３は、上部枡２２の底壁２２ａを貫通した下部鉛直枡２３の上端周
囲と上部枡２２の周壁２２ｂとの間に形成され、比較的浅い位置に存在する。このため、
その周溝３３に沈降した塵が堆積した場合の洗浄は比較的容易になる。その一方、下部鉛
直枡２３は縦長となって埋設する深さが比較的深くなることもあるけれども、周溝３３に
塵を沈降させた水が下部鉛直管２３の内部に流下するため、下部鉛直管２３の内部に堆積
する塵の量は従来より減少し、下部鉛直管２３内部の洗浄頻度は減少する。このため、上
部枡２２及びこの下部鉛直管２３を含む本発明の除塵管理枡の管理負担を従来の管理枡よ
り減少させることができる。
【００３８】
　なお、上述した実施の形態では、下部鉛直枡２３を貯水槽１０の側部近傍に設けたが、
貯水槽の内部に立設しても良い。
　また、上述した実施の形態では、貯水槽１０として、雨水の再利用を目的とするものを
用いて説明したが、滞水材１２の集合体を雨水の透過を許容する透水シートにより被覆し
て貯水槽を形成し、洪水の発生を回避することを目的とする貯水槽として用いても良い。
　また、上述した実施の形態では、排水管３６が接続された周壁２２ｂの両側における角
部が下部鉛直管２３を中心とする円弧状に湾曲して形成された例を示したが、その角部に
おける塵の停滞を防止しうる限り、周壁２２ｂの内側の幅が減少するように周壁２２ｂの
内面を傾斜させても良い。
【００３９】
　また、上述した実施の形態では、下部鉛直枡２３に貯留された水を鉛直管２７及び水供
給管２６を介して貯水槽１０に供給するように構成された場合を説明したが、水供給管２
６のみにおいて下部鉛直枡２３を貯水槽１０に供給するようにしても良く、図３に示すよ
うに、下部鉛直管２３の下端を直接貯水槽１０に連結して、上端開口部から流下する水を
その貯水槽１０に直接供給するようにしても良い。ここで、図３における符号４１は下部
鉛直管２３の下端に設けられてその下端を直接貯水槽１０に連結するいわゆるエルボ部材
であり、符号４２はそのエルボ部材４１と貯水槽１０の間に設けられてその間の位置の変
化を吸収するベローズである。
【００４０】
　また、上述した実施の形態では、沈砂槽３７を上部枡２２から所定の間隔をあけて埋設
し、その上部枡２２と沈砂槽３７を連結管３７ａで接続する場合を説明したが、図４及び
図５に示すように、沈砂槽３７を上部枡２２に密着させても良い。このように沈砂槽３７
を上部枡２２に密着させれば、これらを埋設させる以前に、これらを一体化させることが
でき、それらに形成された連通孔２２ｅ、３７ｅを互いに合致させるようにすれば、上述
した実施の形態で必要とされた連結管３７ａ自体及びその接続作業を不要にでき、それら
の埋設作業を容易にすることができる。ここで、図４における符号４１は下水管を示し、
排水管３６の上方にはその排水管３６と平行にオーバーフロー管４２が設けられる。図に
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おける排水管３６及びオーバーフロー管４２は、周囲に小孔が形成されていない通常のも
のが使用され、沈砂槽３７の水を地中に浸透させることなく下水管４１に流入させる場合
を示し、排水管３６に比較して大径のものがオーバーフロー管４２として使用される。こ
のオーバーフロー管４２は排水管３６の流量が調整弁３８により制限され、又は排水管３
６の孔径が不足してその流量が制限されて沈砂槽３７の水位が上昇した場合に、余剰の水
を下水管４１に流入させてその水が地表に表出されることを防止するものである。
【００４１】
　また、図４における連通孔２２ｅ、３７ｅの上方の上部枡２２と沈砂槽３７には貫通孔
２２ｆ、３７ｆがそれぞれ形成され、それらの貫通孔２２ｆ、３７ｆは、連通孔２２ｅ、
３７ｅを介して周溝３３から沈砂槽３７に流れる水の流量が制限された場合に、余剰の水
を周溝３３から沈砂槽３７に流入させて固形物を含む水が下部鉛直枡２３の上端開口部か
ら流下するようなことを防止するものである。
【００４２】
　また、図４における沈砂槽３７には、周溝３３から流入した固形物等を溜めるバスケッ
ト３７ｄが内部に設けられる。このバスケット３７ｄは、沈砂槽３７の蓋３７ｃを取り外
してその上端を開放させて、そこからバスケット３７ｄを取り出すことにより沈砂槽３７
に沈降した固形物等を沈砂槽３７から取り出すことができ、その掃除作業を更に容易にす
るものである。
【００４３】
　更に、上述した実施の形態では、周壁２２ｂの内面を湾曲又は傾斜して形成し、流入管
２０ａ側から排水管３６側に向かう周壁２２ｂの内側の幅を減少させたけれども、図５に
示すように、周壁２２ｂの内側の幅を減少させることなくその幅を一定とし、上部枡２２
と沈砂槽３７との接続を複数の箇所で行うようにしても良い。ここで、図５では、沈砂槽
３７を上部枡２２に密着させた場合を示し、それらにそれぞれ孔２２ｅ、３７ｅを２箇所
ずつ形成し、それらを互いに合致させて２箇所において上部枡２２と沈砂槽３７とを接続
させた場合を示す。
【００４４】
　図６に、本発明の別の実施の形態を示す。図面中上述した実施の形態と同一符号は同一
部品を示し、繰り返しての説明を省略する。
　図６に示すように、この実施の形態における除塵管理枡２０は道路脇の側溝に設けられ
てその道路の降雨雨水を下水道に案内する道路用のものを示し、上部枡２２に接続された
流入管２０ａは、道路に落下して集められた水を上部枡２２に導くように構成される。ま
た、上部枡２２の上端開口部を開口可能に閉止する蓋体２４は網状物であって、道路に降
雨してその表面を伝い流れる雨水を上部枡２２の内部に導き入れるように構成される。そ
して、上部枡２２の内部には網板３４が挿入され、傾斜した状態で下部鉛直枡２３の上端
開口部と周溝３３を覆うように構成される。
【００４５】
　下部鉛直枡２３の上端は上部枡２２の孔２２ｄに挿通され、下部鉛直枡２３の上端周囲
と上部枡２２の周壁２２ｂとの間に周溝３３が形成されるように下部鉛直枡２３の上端が
上部枡２２の底壁２２ａを貫通して設けられる。下部鉛直枡２３は筒状であって、流入管
２０ａから供給された水が周溝３３を経てその上端開口部から流下するように構成される
。そして、この下部鉛直枡２３は、周囲に複数の小孔２３ａが形成され、その下端が開放
された比較的大径の有孔管であって、地中に埋設されることによりこの下部鉛直枡２３は
、周溝３３を経てその上端開口部から流下する水を小孔２３ａや下端開放端から周囲の地
中に浸透させるように構成される。
【００４６】
　一方、除塵管理枡２０を構成する沈砂槽３７は上部枡２２に密着して設けられ、それら
に形成された比較的大きな孔２２ｅ、３７ｅを互いに合致させた状態で互いが密着して設
けられる。沈砂槽３７には、周溝３３から流入した固形物等を溜めるバスケット３７ｄが
内部に設けられ、その蓋３７ｃを取り外してその上端を開放させ、その上端開口部からバ
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きるように構成される。
【００４７】
　そして、沈砂槽３７には他端が図示しない下水管に接続された排水管３６の一端が連結
され、その排水管３６は沈砂槽３７を介して周溝３３に連結するように構成される。この
実施の形態における排水管３６は、周囲に複数の小孔３６ａが形成されされた有孔管が使
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３６は、周溝
３３から沈砂槽３７を介して流入した水を周囲の地中に浸透させつつ、余剰の水を図示し
ない下水管に流入させるように構成される。
【００４８】
　このように構成された除塵管理枡２０では、道路脇の側溝に設けられ、流入管２０ａを
介してその道路の降雨雨水が上部枡２２に流入し、周溝３３に至る。また、上部枡２２の
上端開口部からは、道路に降雨してその表面を伝い流れる雨水が、上部枡２２の蓋体２４
である網状物により比較的大きな塵が除去された状態で流下し、周溝３３に至る。周溝３
３では、流入管２０ａ及び上部枡２２の上端開口部から供給された水に含まれる固形物を
沈降させ、そのような固形物が除去された水を下部鉛直枡２３の上端開口部から流下させ
、その周囲における小孔２３ａや下端開放端から周囲の地中に浸透させる。この結果、固
形物が除去された水を下部鉛直枡２３の上端開口部から流下させることができ、下部鉛直
枡２３の内部が塵で満たされてしまうような事態を回避することができる。
【００４９】
　上部枡２２に併設された沈砂槽３７では、周溝３３において沈降した塵を構成する固形
物をその周溝３３から移動させてこの沈砂槽３７において沈降させ、不要な固形物が排水
管３６及びその排水管３６を介して図示しない下水管に流入することを防止するとともに
、周溝３３が固形物で満たされるような事態を比較的長期にわたって回避する。この結果
、流入する水から土砂や塵を分離してそのような土砂や塵が下水道に流てしまうようなこ
とを回避することができる。
【００５０】
　一方、周溝３３や下部鉛直枡２３の内部に沈降した土砂等は、蓋体２４を取り外してそ
の上端開口部からそれらのの底部を吸引するような手段により掃除することができる。こ
れと同様に、比較的大きな塵を捕獲した蓋体２４や網板３４にあっても、取り外した状態
で洗浄することができる。更に、沈砂槽３７に沈降した固形物等にあっても、その蓋３７
ｃを取り外してその上端を開放させて底部を吸引するような手段により掃除することがで
きる。ここで、その周溝３３は比較的浅い位置に存在し、下部鉛直枡２３も比較的短いも
のであるので、その洗浄は比較的容易になる。このため、上部枡２２及びこの下部鉛直管
２３を含む本発明の除塵管理枡の管理負担を従来の管理枡より減少させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明の除塵管理枡は、地下に埋設されて水を貯留する貯水槽や下水道等に連結して利
用することができ、その貯水槽や下水道等に供給される水から塵を除去することができる
。
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