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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に雨水を一時的に貯留する空間が形成されたます本体と、
　前記ます本体内において、周囲よりも低くなった泥溜め部と、
　立管部材と
を備え、
　前記ます本体は、
　　　前記泥溜め部の真上の位置に開口が形成された天板を有し、
　前記立管部材は、
　　　上側開口と、
　　　下側開口と、
　　　前記上側開口を覆う蓋と
を有し、
　　　前記下側開口と前記天板の前記開口とが上下に揃うように、前記天板に接続されて
おり、
　前記立管部材の側方には、前記立管部材に雨水を導入する配管が接続されている、
雨水浸透ます。
【請求項２】
　前記ます本体における前記開口の下方に配置されたフィルタ部材を備えている、
　請求項１に記載の雨水浸透ます。
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【請求項３】
　内部に雨水を一時的に貯留する空間が形成されたます本体と、
　前記ます本体内において、周囲よりも低くなった泥溜め部と、
を備え、
　前記ます本体は、
　　　前記泥溜め部の真上の位置に、開口が形成された天板と、
　　　雨水を導入する導入口が形成された側板と、
を有し、
　前記ます本体内に配置され、前記ます本体の内部空間を前記導入口側の導入空間と前記
泥溜め部側の雨水浸透空間とに仕切るとともに、前記導入空間から前記雨水浸透空間に雨
水を導く流通口が前記開口の真下の位置に形成された仕切板を備えている、
雨水浸透ます。
【請求項４】
　前記仕切板における前記流通口の下方にフィルタ部材が配置された、
請求項３に記載された雨水浸透ます。
【請求項５】
　前記仕切板は、前記流通口に向かって斜め下方に傾斜している、請求項３又は４に記載
された雨水浸透ます。
【請求項６】
　請求項１から５までの何れか一項に記載された雨水浸透ますにおいて、
　前記泥溜め部に着脱自在な容器を備えている雨水浸透ます。
【請求項７】
　請求項１から６までの何れか一項に記載された雨水浸透ますにおいて、
　前記ます本体内に配置されまたは前記ます本体の底板の一部をなし、前記泥溜め部に向
かって斜め下方に傾斜する傾斜板を備えている雨水浸透ます。
【請求項８】
　請求項１から７までの何れか一項に記載された雨水浸透ますにおいて、
　前記ます本体は、底板を有し、
　前記ます本体内に配置され、前記泥溜め部に向かって斜め下方に傾斜する傾斜板をさら
に備え、
　前記傾斜板と前記底板との間に、雨水を貯留可能な空間が形成されている雨水浸透ます
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雨水浸透ますに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、降雨時における河川に対する雨水の急激な流入を抑制することを目的として
、雨水を一時的に貯留し、その貯留した雨水を地中にゆっくりと浸透させることによって
排出する雨水浸透施設が知られている（例えば、特許文献１～３参照）。特許文献１～３
に開示された雨水浸透施設は、例えばショッピングセンターの地下等に設置される比較的
大型のものである。
【０００３】
　また、比較的小型の雨水浸透施設として、雨水を一時的に貯留する箱体を備えた雨水浸
透ますも知られている（例えば、特許文献４～６参照）。この雨水浸透ますは、例えば、
宅地内における庭や車庫等の地下に埋設可能なものである。
【０００４】
　ところで、雨水浸透施設内に流入する雨水には、泥が含まれていることが多い。そのた
め、雨水浸透施設を長期間使用していると、泥による目詰まりが発生し、雨水を円滑に浸
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透させることが困難となる。
【０００５】
　そこで、特許文献１に開示された雨水浸透施設では、排水路に雨水流下方向に沿った傾
斜面部を設け、雨水と共に流入した砂や汚泥を、傾斜面部に沿って点検用マンホール部に
導くこととしている。この雨水浸透施設では、作業員が点検用マンホール部内に入り込み
、堆積した砂または汚泥等を除去することができる（特許文献１の段落０１０４参照）。
そのため、作業員が定期的に清掃作業を行うことにより、泥による目詰まりを防止するこ
とができる。
【特許文献１】特開２００７－１６５８２号公報
【特許文献２】特開２００７－３２１５２号公報
【特許文献３】特開２００２－７００９１号公報
【特許文献４】特開２０００－４５３７２号公報
【特許文献５】特開２００３－３４９７０号公報
【特許文献６】特開２００７－３２０２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように、大型の雨水浸透施設では、作業員が中に入って清掃作業を行うための作業
用スペースが確保されている。しかしながら、大型の雨水浸透施設と異なり、比較的小型
の雨水浸透ますでは、作業員が中に入って清掃作業を行うことができない。そのため、長
期間にわたって使用していると、泥による目詰まりが生じ、雨水の浸透能力が低下すると
いう課題があった。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、雨水と共
に流入する泥を比較的容易に排出することのできる雨水浸透ますを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る雨水浸透ますは、天板を有し、内部に雨水を一時的に貯留する空間が形成
されたます本体と、前記ます本体内において、周囲よりも低くなった泥溜め部と、を備え
、前記天板における前記泥溜め部の真上の位置に、開口が形成されているものである。
【０００９】
　上記雨水浸透ますによれば、周囲よりも低くなった泥溜め部がます本体内に設けられて
いるので、ます本体内に流入した雨水に含まれる泥は、泥溜め部に集まる。また、上記雨
水浸透ますによれば、ます本体における泥溜め部の真上の位置に開口が形成されている。
そのため、作業員は、泥溜め部に溜まった泥を、上記開口を通じて一括して排出すること
ができる。したがって、上記雨水浸透ますによれば、作業員がます本体内に入ることはで
きなくても、雨水と共に流入する泥を比較的容易に排出することができる。
【００１０】
　前記雨水浸透ますは、前記開口を通じて前記泥溜め部に着脱自在な容器を備えていても
よい。
【００１１】
　上記雨水浸透ますによれば、ます本体内に流入した泥は、容器内に集まることになる。
そのため、作業員は、ます本体の天板の開口を通じて容器を取り出すだけで、ます本体内
の泥を一括して排出することができる。したがって、上記雨水浸透ますによれば、雨水と
共に流入する泥をさらに容易に排出することができる。
【００１２】
　前記雨水浸透ますは、前記ます本体内に配置されまたは前記ます本体の底板の一部をな
し、前記泥溜め部に向かって斜め下方に傾斜する傾斜板を備えていてもよい。
【００１３】
　上記雨水浸透ますによれば、雨水に含まれる泥は、傾斜板の傾斜に沿って泥溜め部に導
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かれる。したがって、泥は泥溜め部に効率的に集められる。
【００１４】
　前記ます本体は、底板を有し、前記雨水浸透ますは、前記ます本体内に配置され、前記
泥溜め部に向かって斜め下方に傾斜する傾斜板をさらに備え、前記傾斜板と前記底板との
間に、雨水を貯留可能な空間が形成されていてもよい。
【００１５】
　上記雨水浸透ますによれば、傾斜板の下側の空間も、雨水を貯留する空間として有効利
用される。そのため、傾斜板を付加することによってます本体の雨水貯留容積が大きく減
少することはない。
【００１６】
　前記雨水浸透ますは、上側開口および下側開口を有し、前記下側開口と前記天板の前記
開口とが上下に揃うように前記天板に接続され、前記上側開口を覆う蓋を有する立管部材
をさらに備え、前記立管部材の側方に、雨水を導入する配管が接続されるものであっても
よい。
【００１７】
　上記雨水浸透ますによれば、雨水を導入する配管を立管部材の側方に接続することによ
り、ます本体に雨水を導入する管路を形成することができる。そのため、雨水を導入する
管路を容易に形成することができる。
【００１８】
　前記雨水浸透ますは、前記ます本体における前記開口の下方に配置されたフィルタ部材
を備えていてもよい。
【００１９】
　これにより、流入する雨水に枯葉やごみなどの固形物が含まれていたとしても、それら
はフィルタ部材によって捕集される。したがって、固形物による目詰まりが防止される。
【００２０】
　また、前記ます本体は、雨水を導入する導入口が形成された、または形成される側板を
備え、前記雨水浸透ますは、前記ます本体内に配置され、前記ます本体の内部空間を前記
導入口側の導入空間と前記泥溜め部側の雨水浸透空間とに仕切るとともに、前記導入空間
から前記雨水浸透空間に雨水を導く流通口が前記開口の真下の位置に形成された仕切板を
備えていてもよい。
【００２１】
　上記雨水浸透ますによれば、導入口から導入された雨水は、いったん導入空間に流れ込
んだ後、流通口を通じて雨水浸透空間に導かれる。雨水浸透ますは地中に埋設されるもの
であるため、その埋設の際には、雨水浸透ますの上下方向長さよりも深い穴を掘る必要が
ある。ところが、上記雨水浸透ますによれば、雨水を導入する雨水導入管は側壁に接続さ
れるので、雨水導入管が上方に出っ張ることを防止することができる。そのため、雨水導
入管を含めた雨水浸透ます全体の上下方向長さを比較的短く抑えることができる。したが
って、設置の際に、深い穴を掘る必要がなくなる。
【００２２】
　前記雨水浸透ますは、前記仕切板における前記流通口の下方に配置されたフィルタ部材
を備えていてもよい。
【００２３】
　上記雨水浸透ますによれば、雨水と共に導入空間に流れ込んだ固形物は、フィルタ部材
によって捕集される。フィルタ部材は天板の開口の真下の位置に配置されているので、作
業員は、フィルタ部材に捕集された固形物を、上記開口を通じて容易に排出することがで
きる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、雨水と共に流入する泥を比較的容易に排出することのできる雨水浸透
ますを実現することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　＜実施形態１＞
　－雨水浸透ます１０の構成－
　図１に示すように、実施形態１に係る雨水浸透ます１０は、内部に雨水を一時的に貯留
する空間１１ａが形成されたます本体１１と、ます本体１１の外面を覆う被覆部材１２と
、ます本体１１の上部に接続される立管部材１３とを備えている。この雨水浸透ます１０
は、例えば宅地内の庭や車庫等の狭小地に埋設することができる比較的小型のものである
。
【００２６】
　ます本体１１は、立方体形状または直方体形状に形成されている。ただし、ます本体１
１の形状は、立方体形状や直方体形状に限らず、その他の形状であってもよい。図２に示
すように、ます本体１１は、底板１４と、側板１５と、天板１６とを備えている。これら
底板１４、側板１５および天板１６の材料は特に限定されないが、本実施形態では、これ
ら底板１４、側板１５および天板１６は合成樹脂によって成形されている。これにより、
ます本体１１の軽量化が図られている。
【００２７】
　図示は省略するが、底板１４の内面または外面には、複数のリブが設けられている。こ
れらのリブによって、底板１４は補強されている。また、図示は省略するが、底板１４に
は、複数の孔が形成されている。これらの孔は、ます本体１１の内部に貯留された雨水を
地中に排出するためのものである。
【００２８】
　図１に示すように、側板１５にも、補強用の複数のリブ１７が設けられている。また、
側板１５にも、ます本体１１の内部に貯留された雨水を地中に排出するための複数の孔１
８が形成されている。図１に示すように、天板１６にも、補強用の複数のリブ１７が設け
られている。
【００２９】
　ただし、底板１４、側板１５および天板１６のリブ１７は、必ずしも必要ではない。ま
た、底板１４および側板１５の孔１８も、必ずしも必要ではない。例えば、底板１４およ
び側板１５の少なくとも一方を透水性材料（例えば透水性プラスチック等）で形成するこ
とにより、上記孔１８を省略することも可能である。ます本体１１が全体として透水性を
有する限り、上記孔１８を省略してもよい。なお、図１以外の図では、上記リブ１７およ
び孔１８の図示は省略することとする。
【００３０】
　天板１６には、開口１９が形成されている。この開口１９には、立管部材１３が嵌め込
まれている。なお、本実施形態では、開口１９は円形状に形成されているが、開口１９の
具体的形状は特に限定されない。また、本実施形態では、開口１９は、略正方形状に形成
された天板１６の隅部に設けられているが、開口１９の位置も特に限定される訳ではない
。ただし、開口１９を天板１６の隅部に形成することとすれば、開口１９の形成に伴う剛
性の低下を効果的に抑えることができる。
【００３１】
　被覆部材１２は、不織布、透水性フィルム、織布、編布等といった透水性材料からなる
シート材を裁断して形成されたものである。この被覆部材１２は、底板１４および側板１
５に設けられた孔１８を被覆することにより、孔１８内に土砂が入り込むことによる目詰
まりの発生を抑制する。
【００３２】
　図２に示すように、立管部材１３は、下方から順に、導水管接続筒２０、立管２１、蓋
２２を備えている。立管２１は導水管接続筒２０に上方から嵌め込まれ、蓋２２は立管２
１の上側開口を開閉自在に覆っている。なお、立管２１に代えて、または立管２１と共に
、上下長さの調整が可能なアジャスターを設けてもよい。導水管接続筒２０は、上下方向
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に延びる筒状部材の側部に、導水管２３を接続するための受口部４１を設けたような形状
に形成されている。そのため、導水管接続筒２０の下側は開放されている。この導水管接
続筒２０の下側部分は、天板１６の開口１９に嵌め込まれている。導水管２３内を流れて
きた雨水は、導水管接続筒２０および開口１９を通じて、ます本体１１の内部空間１１ａ
に流入し、この内部空間１１ａに一時的に貯留される。なお、立管２１の上側の開口２１
ａ、導水管接続筒２０の下側の開口２０ａは、それぞれ立管部材１３の「上側開口」、「
下側開口」に対応する。
【００３３】
　図１に示すように、ます本体１１内における開口１９の下方には、バスケット２４が配
置されている。バスケット２４は、雨水に含まれる固形物（例えば、小石、枯葉、ごみ等
）を除去するためのフィルタ部材である。開口１９から流入した雨水に固形物が混入して
いる場合、その固形物はバスケット２４によって捕集される。バスケット２４の上端には
、フランジ部２４ａが設けられている。天板１６の開口１９の周囲には、このフランジ部
２４ａを支持する段差部１６ａが形成されている。バスケット２４の胴部の外径は、開口
１９の内径よりも小さくなっている。すなわち、バスケット２４は、開口１９を通じてま
す本体１１内に挿入可能な大きさに形成されている。バスケット２４を上方から開口１９
内に挿入すると、やがてフランジ部２４ａが天板１６の段差部１６ａに引っ掛かり、バス
ケット２４は天板１６によってます本体１１内の所定の位置に支持される。バスケット２
４の材料は特に限定されないが、本実施形態では、バスケット２４はポリエチレン製であ
る。
【００３４】
　図２に示すように、ます本体１１の内部の下側には、傾斜板２５が設けられている。傾
斜板２５における開口１９の真下の位置には開口２６が形成されており、この開口２６の
下側に泥溜め部２７が形成されている。泥溜め部２７は、その周囲よりも低くなっている
。具体的には、本実施形態では、底板１４における開口２６の真下の部分が泥溜め部２７
を構成しており、この泥溜め部２７の上下位置は、傾斜板２５における開口２６の周縁部
２６ａの上下位置よりも低くなっている。
【００３５】
　本実施形態に係る傾斜板２５は、開口２６に向かって一様に傾斜した板である。言い換
えると、傾斜板２５は、泥溜め部２７に向かって斜め下向きに傾斜している。ただし、傾
斜板２５は、雨水に含まれる泥を泥溜め部２７に案内するものであればよく、必ずしもそ
の全体が一様に傾斜している必要はない。傾斜板２５の一部は傾斜していなくてもよい。
また、傾斜板２５の一部が開口２６以外の箇所に向かって傾斜していてもよい。
【００３６】
　前述したように、傾斜板２５の開口２６は、天板１６の開口１９の真下の位置に形成さ
れている。言い換えると、天板１６の開口１９は、泥溜め部２７の真上の位置に配設され
ている。すなわち、開口１９と泥溜め部２６とは、鉛直方向に重なった位置に設けられて
いる。そのため、図３に示すように、雨水浸透ます１０を上方から見ると、開口１９を通
じて泥溜め部２６を視認することができる（厳密には、開口１９を通じてバスケット２４
およびバケット２８を視認することができる）。
【００３７】
　図２に示すように、泥溜め部２７には、バケット２８が配置されている。バケット２８
は、泥溜め部２７に集められた泥を回収する容器である。図４に示すように、本実施形態
では、バケット２８は有底円筒状に形成されており、傾斜板２５の開口２６に着脱自在に
嵌め込まれている。バケット２８には、把手２８ａが設けられている。バケット２８は、
天板１６の開口１９から挿入可能な大きさに形成されている。具体的には、バケット２８
の外径は、開口１９の内径よりも小さくなっている。そのため、バケット２８は、開口１
９を通じてます本体１１の内部に挿入することができ、また、開口１９を通じてます本体
１１の外部に取り出すことができる。バケット２８の材料は特に限定されないが、本実施
形態では、バケット２８はポリエチレン製である。
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【００３８】
　傾斜板２５は、透水性を有している。すなわち、傾斜板２５は、傾斜板２５の上側にあ
る雨水を下側に透過させる性質を有している。傾斜板２５に透水性を与える手段は何ら限
定されず、例えば、傾斜板２５を透水性材料で形成してもよい。また、傾斜板２５に、雨
水は透過させるが泥は透過させない程度の微小な孔を設けるようにしてもよい。ただし、
バケット２８が透水性を有していれば、傾斜板２５は透水性を有していなくてもよい。
【００３９】
　図２に示すように、傾斜板２５と底板１４との間には、雨水浸透空間３０が区画されて
いる。傾斜板２５を透過した雨水は、雨水浸透空間３０に一時的に貯留される。このよう
に、本実施形態の雨水浸透ますでは、傾斜板２５の裏側の空間３０も、雨水を貯留する空
間として有効活用される。
【００４０】
　－雨水浸透ますの設置方法－
　次に、雨水浸透ます１０の設置方法について説明する。雨水浸透ます１０の設置にあた
っては、まず、雨水浸透ます１０よりも一回り大きな穴を掘削する。なお、雨水浸透ます
１０を埋設した後は、立管部材１３の蓋２２が地表面ＧＬと面一となる（図２参照）。そ
のため、穴は、ます本体１１および立管部材１３の合計の上下方向長さに応じた深さに掘
削する必要がある。穴を掘削した後は、この穴内にます本体１１を設置する。そして、立
管部材１３の導水管接続筒２０に、導水管２３を接続する。その後、立管部材１３の蓋２
２が地表面ＧＬと面一になるまで、穴を埋め戻す。これにより、雨水浸透ます１０を土中
に埋設することができる。なお、雨水浸透ます１０は単独で用いることもできるが、図５
に示すように、導水管２３を介して複数の雨水浸透ます１０を互いに接続するようにして
もよい。
【００４１】
　－雨水浸透ますの機能－
　降雨時には、導水管２３から雨水が流れ込む。導水管２３から導水管接続筒２０に流れ
込んだ雨水は、ます本体１１の天板１６の開口１９を通じて、ます本体１１の内部に流入
する。この際、雨水に含まれる固形物（例えば、小石、枯葉、ごみ等）は、バスケット２
４によって捕集される。ます本体１１の内部に流入した雨水は、内部空間１１ａに一時的
に貯留され、側板１５や底板１４をゆっくりと透過することによって、ます本体１１の外
部に流出する。この際、雨水に含まれる泥は沈降し、傾斜板２５の傾斜に沿って泥溜め部
２７に導かれる（図２の矢印Ｄ参照）。その結果、雨水に含まれる泥は、泥溜め部２７に
設けられたバケット２８に回収される。このように、本実施形態に係る雨水浸透ます１０
によれば、雨水に含まれる泥の多くがバケット２８に回収されるので、側板１５や底板１
４における泥による目詰まりが抑制される。
【００４２】
　－雨水浸透ますのメンテナンス－
　ところで、バケット２８に回収された泥の量が増えてくると、やがて泥がバケット２８
に回収しきれなくなり、バケット２８から溢れることになる。そこで、定期的または不定
期に、雨水浸透ます１０のメンテナンスを行うことが好ましい。雨水浸透ます１０のメン
テナンスは、以下のようにして行われる。
【００４３】
　すなわち、作業員は、まず、立管部材１３の蓋２２を開く。次に、作業員は、上方から
立管２１に手を挿入し、天板１６の開口１９を通じてバスケット２４を地上に引き上げる
。次に、作業員は、再び立管２１に上方から手を挿入し、バケット２８の把手２８ａをつ
かみ、バケット２８を地上に引き上げる。そして、バスケット２４に溜まった固形物を排
出するとともに、バケット２８に回収された泥を洗い流す。これにより、バスケット２４
およびバケット２８は、元通りの状態に復帰する。このようにバスケット２４およびバケ
ット２８を清掃した後は、立管２１および天板１６の開口１９を通じて、バケット２８を
傾斜板２５の開口２６に嵌め込み、次に、バスケット２４を天板１６の開口１９に嵌め込
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む。そして、立管部材１３の蓋２２を閉じる。以上により、雨水浸透ます１０のメンテナ
ンス作業が終了する。
【００４４】
　－実施形態の効果－
　以上のように、本実施形態に係る雨水浸透ます１０によれば、ます本体１１の内部に、
周囲よりも低くなった泥溜め部２７が設けられている。そのため、ます本体１１内に導入
した雨水に含まれる泥を、泥溜め部２７に回収することができる。さらに、本実施形態に
係る雨水浸透ます１０によれば、泥溜め部２７の真上の位置に、天板１６の開口１９が形
成されている。そのため、ます本体１１は作業員が入れるほど大きなものではないが、作
業員は、泥溜め部２７に回収された泥を、天板１６の開口１９を通じて一括して排出する
ことができる。したがって、本実施形態に係る雨水浸透ます１０によれば、雨水と共に流
入する泥を比較的容易に排出することができる。
【００４５】
　また、本実施形態によれば、泥溜め部２７には、着脱自在なバケット２８が設けられて
いる。そのため、作業員は、天板１６の開口１９を通じてバケット２８を取り出すことに
よって、泥溜め部２７の泥を容易に排出することができる。また、清掃したバケット２８
を、開口１９を通じて泥溜め部２７に再び装着することにより、雨水浸透ます１０を泥が
堆積していない初期状態に容易に復帰させることができる。したがって、雨水浸透ます１
０のメンテナンス性を向上させることができる。
【００４６】
　また、本実施形態によれば、ます本体１１の内部に、泥溜め部２７に向かって斜め下方
に傾斜する傾斜板２５を配置することとした。そのため、雨水に含まれる泥を泥溜め部２
７に円滑に導くことができる。したがって、雨水に含まれる泥を効率的に回収することが
できる。
【００４７】
　また、本実施形態によれば、傾斜板２５とます本体１１の底板１４との間に、雨水を貯
留可能な空間３０が形成されている。そのため、傾斜板２５を設けたからといって、ます
本体１１の内部容積が著しく減少することはない。したがって、傾斜板２５を設けている
にも拘わらず、ます本体１１の雨水の貯留容積を十分に確保することができる。
【００４８】
　また、本実施形態によれば、ます本体１１の上側に、導水管接続筒２０を有する立管部
材１３が設けられている。そのため、掘削した穴にます本体１１を据え付けた後、導水管
接続筒２０に導水管２３を接続するだけの簡単な作業によって、雨水をます本体１１に導
入する管路を実現することができる。また、立管部材１３の蓋２２を取り外し、立管２１
に手を挿入することによって、上述のメンテナンス作業を容易に実行することができる。
【００４９】
　また、本実施形態によれば、ます本体１１の天板１６の開口１９の下方にバスケット２
４が配置されている。そのため、雨水に含まれる固形物を、バスケット２４によって捕集
することができる。したがって、固形物によるます本体１１の目詰まりを防止することが
できる。
【００５０】
　＜実施形態２＞
　図６および図７に示すように、実施形態２に係る雨水浸透ます１０は、導水管２３がま
す本体１１に接続されているものである。
【００５１】
　図６に示すように、実施形態２に係る雨水浸透ます１０は、ます本体１１と、ます本体
１１の上側に設けられた点検筒３１とを備えている。点検筒３１は、天板１６の開口１９
に嵌め込まれている。点検筒３１の上側には、蓋２２が被せられている。ます本体１１の
内部は、仕切板３２によって、導入空間３３と雨水浸透空間３４とに仕切られている。
【００５２】
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　ます本体１１の側板１５には、雨水を導入する導入口４４が形成されており、この導入
口４４に導水管２３が差し込まれている。導水管２３は、導入空間３３に向かって開口し
ており、雨水を導入空間３３に導く。なお、導入口４４は側板１５に予め形成されていて
もよく、あるいは、据え付け現場において形成するようにしてもよい。言い換えると、ま
す本体１１の側板１５は、予め導入口４４が形成された側板であってもよく、事後的に導
入口４４が形成可能な側板であってもよい。
【００５３】
　仕切板３２における天板１６の開口１９の真下の位置には、雨水を導入空間３３から雨
水浸透空間３４に導く流通口３５が形成されている。この流通口３５には、バスケット２
４が嵌め込まれている。バスケット２４は、仕切板３２の流通口３５の周縁部に支持され
ている。仕切板３２は、流通口３５に向かって斜め下方に傾斜している。すなわち、仕切
板３２は、バスケット２４に向かって斜め下方に傾斜している。そのため、導水管２３か
ら導入された雨水およびその雨水に含まれる固形物は、仕切板３２の傾斜に沿ってバスケ
ット２４に案内される。そして、雨水に含まれる固形物は、バスケット２４によって捕集
される。一方、雨水は、バスケット２４を通過し、雨水浸透空間３４に流入する。その後
は実施形態１と同様にして、雨水に含まれる泥がバケット２８に回収され、雨水は側板１
５および底板１４を透過し、ます本体１１から排出される。
【００５４】
　その他の構成は実施形態と同様であるので、それらの説明は省略する。なお、本実施形
態においても、天板１６の開口１９と、バスケット２４と、泥溜め部２７のバケット２８
とは、上下方向に一直線上に配置されている。
【００５５】
　本実施形態においても、実施形態１と同様、雨水に含まれる泥は、泥溜め部２７のバケ
ット２８に回収される。上述の通り、天板１６の開口１９とバスケット２４とバケット２
８とは上下方向に一直線上に配置されているので、作業員は、点検筒３１の蓋２２を開き
、点検筒３１および開口１９から手を挿入することによって、バスケット２４およびバケ
ット２８を容易に取り出すことができる。また、点検筒３１および開口１９を通じて、バ
ケット２８およびバスケット２４を容易に装着することができる。したがって、本実施形
態においても、実施形態１と同様、雨水と共に流入する泥を比較的容易に排出することが
できる。
【００５６】
　さらに、本実施形態によれば、導水管２３はます本体１１の側板１５に接続されており
、ます本体１１の上側に導水管接続筒２０は設けられていない。そのため、雨水浸透ます
１０の上下方向長さが比較的短くなっている。前述したように、雨水浸透ます１０の設置
にあたっては、雨水浸透ます１０の上下方向長さと同等の深さを有する穴を掘削する必要
がある。しかし、本実施形態によれば、雨水浸透ます１０の上下方向長さが比較的短いの
で、掘削する穴の深さを比較的浅くすることができる。したがって、雨水浸透ます１０の
設置作業がより容易になる。
【００５７】
　上述の通り、仕切板３２は流通口３５に向かって斜め下方に傾斜し、流通口３５の下方
にはバスケット２４が設けられている。そのため、導水管２３から雨水と共に流れ込んだ
固形物は、仕切板３２の傾斜に沿ってバスケット２４に案内され、バスケット２４に回収
される。このバスケット２４は、天板１６の開口１９の真下の位置に設けられている。し
たがって、作業員は、天板１６の開口１９を通じて、雨水に含まれる固形物を容易に排出
することができる。
【００５８】
　＜その他の実施形態＞
　本発明に係る雨水浸透ますは、前記各実施形態に限らず、他に種々の形態で実施するこ
とができる。以下、その他の実施形態について説明する。
【００５９】



(10) JP 4997009 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

　図２および図１２に示すように、前記各実施形態では、ます本体１１の底板１４は平板
であり、傾斜板２５の開口２６は底板１４よりも高い位置に形成されている。しかし、図
８に示すように、底板１４の一部が下方に凹んでおり、この凹んでいる部分が泥溜め部２
７を形成していてもよい。この実施形態では、傾斜板２５の開口２６は、底板１４とほぼ
同一の高さに形成されている。本実施形態においても、雨水に含まれる泥は傾斜板２５に
よって泥溜め部２７のバケット２８に案内され、バケット２８に回収される。本実施形態
によれば、傾斜板２５と底板１４との間に形成される空間３０の容積が比較的小さく抑え
られる。
【００６０】
　なお、前述したように、バケット２８を省略することも可能である。例えば、図９に示
すように、傾斜板２５は、天板１６の開口１９の真下の位置に向かって斜め下向きに傾斜
し、その位置に開口が形成されていなくてもよい。本実施形態によれば、雨水に含まれる
泥５０は、傾斜板２５によって、天板１６の開口１９の真下の位置に導かれ、その位置に
堆積する。メンテナンスの際には、作業員は、例えば天板１６の開口１９から吸引装置４
０を挿入し、この吸引装置４０によって泥５０を一括して吸引除去することができる。そ
のため、本実施形態においても、雨水と共に流入する泥を比較的容易に排出することがで
きる。
【００６１】
　前記実施形態では、周囲よりも低くなった泥溜め部２７を、傾斜板２５を設けることに
よって形成していた。しかし、泥溜め部２７は、周囲よりも低くなるものであればよく、
傾斜板２５は必ずしも必要ではない。例えば、図１０に示すように、傾斜板２５の代わり
に、天板１６の開口１９の真下の位置に開口２６が形成された平板３６を設けてもよい。
本実施形態では、平板３６の開口２６の下の部分が泥溜め部２７となる。泥溜め部２７は
、その周囲（平板３６の開口２６の周縁部３６ａ）よりも一段低くなっている。本実施形
態においても、泥溜め部２７にはバケット２８が設けられている。傾斜板２５を用いた方
が泥を泥溜め部２７に導きやすいが、本実施形態であっても、泥を泥溜め部２７に溜める
ことができる。泥は雨水と共に高い所から低い所に向かって自然に流れるからである。本
実施形態においても、天板１６の開口１９を通じて、泥を比較的容易に排出することがで
きる。
【００６２】
　図１１に示すように、ます本体１１の底板１４における天板１６の開口１９の真下の位
置に、泥溜め部２７となる窪みを設けてもよい。この場合、平板３６（図１０参照）を省
略することができる。
【００６３】
　図示は省略するが、傾斜板２５の代わりに、天板１６の開口１９の真下の位置に向かっ
て段階的に高さが低くなる段付き板を設けてもよい。
【００６４】
　前記各実施形態では、ます本体１１は、立方体形状または直方体形状であった。しかし
、ます本体１１の形状は特に限定される訳ではない。例えば、図１２（ａ）および（ｂ）
に示すように、ます本体１１は、密閉円筒形状であってもよい。この実施形態では、ます
本体１１の内部に、略円板形状の傾斜板３７が配置される。傾斜板３７の中央部分には開
口３８が形成され、傾斜板３７は開口３８に向かって斜め下方に傾斜している。傾斜板３
７の開口３８の下方は泥溜め部２７となっており、傾斜板３７の開口３８にはバケット２
８が嵌め込まれている。図示は省略するが、実施形態１と同様、ます本体１１の天板には
開口が形成され、その開口には立管部材が上方から嵌め込まれている。なお、この実施形
態においても、天板の開口は、泥溜め部２７の真上の位置に設けられている。
【００６５】
　図１３に示すように、密閉円筒形状のます本体１１の底板３９の中央部分が下方に凹み
、その凹み部分が泥溜め部２７を形成していてもよい。この実施形態では、ます本体１１
の底板３９が、泥溜め部２７に向かって斜め下方に傾斜している。本実施形態においても
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、天板の開口は、泥溜め部２７の真上の位置に設けられている。
【００６６】
　前記実施形態１では、ます本体１１に雨水を導入する開口１９が、メンテナンス作業用
の開口を兼ねている。しかし、雨水を導入する開口１９とは別に、メンテナンス作業用の
開口を形成することも勿論可能である。
【００６７】
　実施形態１では、ます本体１１と立管部材１３とは別部材である。しかし、ます本体１
１と立管部材１３とは、一体化されていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、雨水浸透ますについて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】実施形態１に係る雨水浸透ますの一部を切り欠いて示す正面図である。
【図２】実施形態１に係る雨水浸透ますの断面図である。
【図３】実施形態１に係る雨水浸透ますの平面図である。
【図４】実施形態１に係る雨水浸透ますの一部の分解斜視図である。
【図５】実施形態１に係る雨水浸透ますの設置例を示す斜視図である。
【図６】実施形態２に係る雨水浸透ますの断面図である。
【図７】実施形態２に係る雨水浸透ますの設置例を示す斜視図である。
【図８】変形例に係る雨水浸透ますの一部の断面図である。
【図９】変形例に係る雨水浸透ますの一部の断面図である。
【図１０】変形例に係る雨水浸透ますの一部の断面図である。
【図１１】変形例に係る雨水浸透ますの一部の断面図である。
【図１２】（ａ）は変形例に係る雨水浸透ますの一部の分解斜視図であり、（ｂ）はその
断面図である。
【図１３】変形例に係る雨水浸透ますの斜視図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１０　　雨水浸透ます
　１１　　ます本体
　１２　　被覆部材
　１３　　立管部材
　１４　　底板
　１５　　側板
　１６　　天板
　１９　　開口
　２０　　導水管接続筒
　２１　　立管
　２２　　蓋
　２３　　導水管
　２４　　バスケット（フィルタ部材）
　２５　　傾斜板
　２７　　泥溜め部
　２８　　バケット（容器）
　３２　　仕切板
　３３　　導入空間
　３４　　雨水浸透空間
　３５　　流通口
　４４　　導入口
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