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(57)【要約】
【課題】雨水の取り出しを容易に停止することができ、
雨水を取り出す場合には降雨量によってはその取り出し
量を制御できる雨水取り出し装置を提供する。
【解決手段】上側竪樋３０と下側竪樋４０とを連結する
連結筒部１と、連結筒部１に連設一体化され上端に開口
４を有する雨水取り出し筒部２と、雨水取り出し筒部２
の開口４を覆う着脱自在な蓋５とを備え、連結筒部１は
、上側竪樋３０から流下する雨水を受けて雨水取り出し
筒部２へと流通させる溜水底板８を有し、雨水取り出し
筒部２には、連結筒部１から流通された雨水をろ過する
フィルター６が着脱自在に内設され、ろ過された雨水を
取り出す雨水取り出し口部９が底部に延設された雨水取
り出し装置であって、連結筒部１から雨水取り出し筒部
２に向かう雨水を止める止水板７が、雨水取り出し筒部
２のフィルター６の連結筒部１側に底部から内方に立設
され、止水板７は取り外し可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側竪樋と下側竪樋とを連結する連結筒部と、連結筒部に連設一体化され上端に開口を
有する雨水取り出し筒部と、雨水取り出し筒部の開口を覆う着脱自在な蓋とを備え、連結
筒部は、上側竪樋から流下する雨水を受けて雨水取り出し筒部へと流通させる溜水底板を
有し、雨水取り出し筒部には、連結筒部から流通された雨水をろ過するフィルターが着脱
自在に内設され、ろ過された雨水を取り出す雨水取り出し口部が底部に延設された雨水取
り出し装置であって、連結筒部から雨水取り出し筒部に向かう雨水を止める止水板が、雨
水取り出し筒部のフィルターの連結筒部側に底部から内方に立設され、止水板は取り外し
可能であり、止水板が立設された状態においては雨水取り出し筒部に向かう雨水が止水さ
れ、止水板が取り外された状態においては通水され、雨水取り出し筒部への止水および通
水の切替を可能にしたことを特徴とする雨水取り出し装置。
【請求項２】
　止水板は、上端および下端に雨水取り出し筒部のフィルターを係止する係止片を有しフ
ィルターに装着可能とされ、フィルターとともに取り外し可能であり、止水板を雨水取り
出し筒部に立設させる場合には止水板をフィルターに装着し、次いで止水板が装着された
フィルターを雨水取り出し筒部に内設するようにし、止水板を取り外す場合には止水板が
装着されたフィルターを雨水取り出し筒部から取り出し、次いでフィルターから止水板を
外すようにしたことを特徴とすることを請求項１に記載の雨水取り出し装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雨水取り出し装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の水不足や地球環境保全の意識の高まりにつれて、雨水を資源として利用する考え
が認識され、雨水を集水する装置が検討され、簡易な装置が提案されている。
【０００３】
　例えば、軒樋に連通する竪樋の適当な位置に取り付けられる筒状の装置で、上側の竪樋
と下側の竪樋とを連結する連結筒部と、連結筒部に連設され、フィルターを内設した雨水
取り出し筒部を備えた雨水除塵取水装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
この雨水除塵取水装置は、網と濾材とによって、木の葉や虫等のゴミを除去するフィルタ
ーが構成され、これを内設している雨水取り出し筒部の上方開口に、開閉自在とした蓋が
取り付け固定されている。
【０００４】
　ところで、特許文献２では、上側の竪樋（Ａ樋）から流下する雨水をその下方に位置す
るＢ樋またはＣ樋に流通させるための雨水流路切換装置が提案されている。このものは装
置内に弁が配設され、弁に連結された針金を装置の外から手で押したり引いたりして弁の
傾きを変えることによって装置内の雨水流路を変更し、Ａ樋からＢ樋に雨水を流したりま
たはＡ樋からＣ樋に雨水を流したりしている。
【特許文献１】実用新案登録第３１２９４９２号公報
【特許文献２】特開２００３－１８４１３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２の雨水流路切換装置は、Ｂ樋またはＣ樋のいずれか一方の樋のみに雨水を流
している。ここで、Ｂ樋が排水溝に接続され、Ｃ樋が防火用水、植木等への散水等への利
用のための雨水貯水槽に接続されている場合において、例えば、冬季、雨水貯水槽に貯水
した水が凍結してそれに伴う雨水貯水槽の破損等の不具合の発生を防止するために雨水貯
水槽への雨水の供給を止めたいときは、Ｂ樋に雨水が流れるように弁を切り換えて排水溝
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に排水する。他方、雨水貯水槽に雨水を供給したいときには、Ｃ樋に雨水が流れるように
弁を切り換える。この際、当然ではあるが、Ａ樋からの雨水はＣ樋を経由して一方的に雨
水貯水槽に流れるようになりＢ樋には雨水が流れない。したがって、例えば、オーバーフ
ローを防止する機能を備えていない雨水貯水槽を採用している場合、雨水が一方的に雨水
貯水槽に流れた結果、雨水貯水槽の水が溢れてしまい新たな不具合が発生するおそれがあ
る。このため雨水貯水槽の水が溢れないように、その都度、弁を切り換えてＣ樋に雨水が
流れないようにする必要がある。このように特許文献２の雨水流路切換装置は弁の切り換
え作業自体は容易であるが、Ｃ樋への雨水の流量を調整することができないため比較的に
降雨量が多い時期においては、貯水した水の利用量にもよるが、雨水貯水槽の貯水量の確
認および弁の切り換え作業の頻度が増大する傾向にあり利用者の負担となっていた。
【０００６】
　本発明は、上記のとおりの背景から、従来の問題点を解消し、雨水の取り出しを容易に
停止することができ、雨水を取り出す場合には降雨量によってはその取り出し量を制御で
きる雨水取り出し装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の雨水取り出し装置は以下のことを特徴としている。
【０００８】
　第１には、上側竪樋と下側竪樋とを連結する連結筒部と、連結筒部に連設一体化され上
端に開口を有する雨水取り出し筒部と、雨水取り出し筒部の開口を覆う着脱自在な蓋とを
備え、連結筒部は、上側竪樋から流下する雨水を受けて雨水取り出し筒部へと流通させる
溜水底板を有し、雨水取り出し筒部には、連結筒部から流通された雨水をろ過するフィル
ターが着脱自在に内設され、ろ過された雨水を取り出す雨水取り出し口部が底部に延設さ
れた雨水取り出し装置であって、連結筒部から雨水取り出し筒部に向かう雨水を止める止
水板が、雨水取り出し筒部のフィルターの連結筒部側に底部から内方に立設され、止水板
は取り外し可能であり、止水板が立設された状態においては雨水取り出し筒部に向かう雨
水が止水され、止水板が取り外された状態においては通水され、雨水取り出し筒部への止
水および通水の切替を可能にしたことを特徴とする。
【０００９】
　第２には、第１の発明において、止水板は、上端および下端に雨水取り出し筒部のフィ
ルターを係止する係止片を有しフィルターに装着可能とされ、フィルターとともに取り外
し可能であり、止水板を雨水取り出し筒部に立設させる場合には止水板をフィルターに装
着し、次いで止水板が装着されたフィルターを雨水取り出し筒部に内設するようにし、止
水板を取り外す場合には止水板が装着されたフィルターを雨水取り出し筒部から取り出し
、次いでフィルターから止水板を外すようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　第１の発明によれば、連結筒部から雨水取り出し筒部に向かう雨水を止める止水板が、
雨水取り出し筒部のフィルターの連結筒部側に底部から内方に立設されることにより、雨
水取り出し筒部に向かう雨水を止め、その結果、雨水の取り出しを停止することができる
。止水板は取り外し可能であるため、止水板を雨水取り出し筒部に取り付けて立設させる
ことで容易に雨水の取り出しを停止することができる。また、止水板を取り外した状態に
おいては雨水取り出し筒部に通水させることができる。したがって、止水板の取り付けま
たは取り外しによって、雨水取り出し筒部への止水および通水の切替が容易になされる。
【００１１】
　また、止水板を取り外した状態において、降雨量が多く多量の雨水が上側竪樋から流下
する場合には、その一部が下側竪樋へと流れるため、連結筒部から雨水取り出し筒部に向
かう雨水の流量を抑え、その結果、雨水の取り出し量を抑えることができる。
【００１２】
　第２の発明によれば、止水板は、上端および下端に雨水取り出し筒部のフィルターを係
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止する係止片を有しフィルターに装着可能とされ、フィルターとともに取り外し可能であ
ることにより、止水板を雨水取り出し筒部に立設させる場合には止水板をフィルターに装
着し、次いで止水板が装着されたフィルターを雨水取り出し筒部に内設することができる
。止水板を取り外す場合には止水板が装着されたフィルターを雨水取り出し筒部から取り
出し、次いでフィルターから止水板を外すことができる。このように止水板の雨水取り出
し筒部への取り付け、取り外し作業をフィルターの雨水取り出し筒部への着脱によって行
うことができるので、容易にしかも効率よく作業を行うことができる。
【００１３】
　また、止水板が装着されたフィルターを雨水取り出し筒部に内設することにより、雨水
取り出し筒部では止水板が底部にしっかりと固定され、連結筒部から雨水取り出し筒部に
向かう雨水をより確実に止めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、本発明の雨水取り出し装置の一実施形態を示した縦断面図であり、図２は、図
１の雨水取り出し装置の分解斜視図であり、図３は、止水板の一実施形態を示した斜視図
である。
【００１５】
　本実施形態の雨水取り出し装置は、円筒状の上側竪樋３０と同じく円筒状の下側竪樋４
０とを連結する連結筒部１と、この連結筒部１に連設一体化される雨水取り出し筒部２を
有し、雨水取り出し部本体３を構成している。
【００１６】
　雨水取り出し部本体３は、上端全面に開口４が形成されており、これを覆う着脱自在な
蓋５が装着される。蓋５の下部周縁には、雨水取り出し部本体３の開口４の内側に嵌合さ
れる嵌合筒部５１が一体に垂設されている。また、蓋５の外周面と嵌合筒部５１よりなる
段部が形成されており、雨水取り出し部本体３の上縁部で係止されて、蓋５が雨水取り出
し部本体３に装着される。このように本実施形態では、蓋５の装着時に雨水取り出し部本
体３の開口４の内側に蓋５の嵌合筒部５１が嵌合されるため、蓋５と雨水取り出し部本体
３との確実な装着が実現され、開口４からのゴミの進入を阻止することができることはも
ちろん、雨水取り出し部本体３の強度の向上にも有効である。
【００１７】
　蓋５には上側竪樋３０が挿通可能な挿入口５２が形成されており、その内寸は上側竪樋
３０の外寸と略等しいか又は若干小さくなっている。雨水取り出し部本体３の上側竪樋３
０への取り付けは、蓋５を雨水取り出し部本体３に装着した状態で行われ、上側竪樋３０
の下端が蓋５の挿入口５２より連結筒部１内に差し込まれて上側竪樋３０と雨水取り出し
部本体３とが接続される。上側竪樋３０に雨水取り出し部本体３を取り付けた後、本実施
形態では、蓋５の着脱は、蓋５の挿入口５２に上側竪樋３０が挿通されたまま行われ、例
えば、蓋５を取り外したい場合には蓋５を上方向に持ち上げ、蓋５を装着したい場合には
蓋５を下方向に押し下げて取り付けるものとする。上側竪樋３０は、蓋５を雨水取り出し
部本体３に案内するガイド部として機能し、蓋５の雨水取り出し部本体３への装着及び装
着のための位置合わせが容易になる。また、蓋５の雨水取り出し部本体３への脱着をより
容易に確実にすることができるとともに、蓋５の紛失を防止するという利点も有する。
【００１８】
　蓋５を装着した状態において、蓋５の挿入口５２の下方の雨水取り出し部本体３の連結
筒部１の底部には、下側竪樋４０が接続される接続部１１が蓋５の挿入口５２と略同一鉛
直上の位置に形成されている。接続部１１は、連結筒部１の底板１２から下方に延設され
た円筒形状を有し、その外寸は下側竪樋４０の内寸と略等しいか又は若干小さくなってお
り、下側竪樋４０が接続部１１に嵌挿されて取り付けられるようになっている。したがっ
て、本実施形態の雨水取り出し装置は、上側竪樋３０及び下側竪樋４０が略同一鉛直上に
連結筒部１で連結される。
【００１９】
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　連結筒部１の接続部１１の上側には、底板１２から内方に円筒形状の中筒１３が立設さ
れており、上側竪樋３０及び下側竪樋４０が連結筒部１に連結された状態において、中筒
１３が上側竪樋３０及び下側竪樋４０と同軸上になるような位置に形成されている。中筒
１３の外寸は、上側竪樋３０及び接続部１１の内寸よりも小さくされている。また、中筒
１３の上端及び下端は開口しており、連結筒部１の内部は中筒１３を通じて接続部１１と
連通されている。
【００２０】
　雨水取り出し部本体３の内部では、連結筒部１と雨水取り出し筒部２が連通されており
、雨水取り出し流路１０が形成されている。この雨水取り出し流路１０は、上側竪樋３０
からその内壁面を伝って流下し、連結筒部１の底板１２で受けた雨水を、雨水取り出し筒
部２へと流通させる流路である。木の葉や虫等のゴミも雨水とともに上側竪樋３０の内壁
面を伝って流下して雨水取り出し筒部２へと流れ込む。ここで連結筒部１の底板１２は、
上側竪樋３０から流下する雨水やゴミを受けて雨水取り出し筒部２へと流通させる溜水底
板８として構成される。
【００２１】
　上側竪樋３０から本実施形態に係る雨水取り出し装置に流れ込む雨水は、通常、上記の
ように、上側竪樋３０からその内壁面を伝って雨水取り出し部本体３の連結筒部１内に流
下するが、降雨量が多い場合には、上側竪樋３０の内壁面を伝って流下する流れとともに
、上側竪樋３０の内壁面から離れて流下する雨水の流れが上側竪樋３０内で形成される。
この場合、上側竪樋３０の内壁面から離れて流下する雨水は、連結筒部１の中筒１３を通
じて接続部１１より下側竪樋４０へと流れ落ちる。このように連結筒部１の内部構造は、
雨水の取り出しを優先的に行うようにしているが、降雨量が多い場合には、雨水の一部が
下側竪樋４０へと流れるようにしており、上側竪樋３０から流下した雨水の全てが連結筒
部１から雨水取り出し筒部２に向かうことはない。よって、連結筒部１から雨水取り出し
筒部２に向かう雨水の流量を抑え、雨水の取り出し量を抑えることができる。なお、上側
竪樋３０の内壁面を伝う雨水及びゴミを確実に連結筒部１の底板１２で受けこれらを雨水
取り出し筒部２へと流通させるために、上側竪樋３０の下端が連結筒部１の中筒１３の上
端よりも低い位置になるように上側竪樋３０が連結筒部１と接続されていてもよい。
【００２２】
　雨水取り出し部本体３の雨水取り出し筒部２の底部には、円筒状の雨水取り出し口部９
が下方に延設され、雨水取り出し筒部２と連通されている。雨水取り出し口部９には、別
途の場所に設置された雨水貯水槽に接続されたホース２０等の通水路を形成する部材の上
端部が嵌入又は挿入されるようになっており、連結筒部１から雨水取り出し筒部２へと流
通した雨水は、この雨水取り出し口部９からホース２０等を経由して雨水貯水槽に取り出
される。
【００２３】
　本実施形態の雨水取り出し装置では、フィルター６が、雨水取り出し筒部２内に充填さ
れ、内設されている。フィルター６は、汚れたときに交換や洗浄などが可能なように着脱
自在とされ、図１，２に示すように、雨水取り出し筒部２内に充填可能なように雨水取り
出し筒部２の内面形状に対応した外形形状を有している。フィルター６を雨水取り出し筒
部２内に充填する場合には、雨水取り出し部本体３から蓋５を外した状態で雨水取り出し
筒部２内に差し込むようにする。フィルター６が雨水取り出し筒部２に差し込まれて充填
されることで、連結筒部１から雨水取り出し筒部２へと向かうゴミが除去されるとともに
、雨水に含まれる砂や埃もろ過により除去される。ろ過された雨水は、フィルター６の下
方の雨水取り出し口部９から取り出される。
【００２４】
　本実施形態の雨水取り出し装置では、取り外し可能な合成樹脂製やＥＰＤＭ等のゴム製
の止水板７が、雨水取り出し筒部２のフィルター６の連結筒部１側に、雨水取り出し筒部
２の底部から内方に立設される。この止水板７は平板形状を有し横（幅）寸法が雨水取り
出し筒部２の内寸法と略等しく、雨水取り出し筒部２に嵌挿されて取り付けられるように
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なっており、止水板７の両側端面と雨水取り出し筒部２の内壁面との間に隙間が生じない
ようにしている。止水板７の高さ寸法は連結筒部１から雨水取り出し筒部２に向かう雨水
が止水板７を超えない程度の高さが必要であり、少なくとも連結筒部１の中筒１３の高さ
寸法を超えるものとする。より確実に止水するためには、止水板７の上端が上側竪樋３０
の下端よりも高い位置になるように高さ寸法が設定される。止水板７が雨水取り出し筒部
２に取り付けられた状態においては、連結筒部１から雨水取り出し筒部２に向かう雨水を
止める堰として雨水取り出し部本体３内部の雨水取り出し流路１０を分断し、雨水取り出
し筒部２への雨水の浸入を阻む。したがって、雨水取り出し口部９から雨水の取り出しを
停止したい場合には、止水板７を雨水取り出し筒部２に嵌挿することで容易に実現できる
。
【００２５】
　実際の止水板７の取り付け作業は、雨水取り出し部本体３から蓋５を外し、次いで雨水
取り出し筒部２に止水板７を嵌挿した後、蓋５を再び雨水取り出し部本体３に装着するよ
うにして行う。止水板７を取り外す場合にはその逆の操作を行う。
【００２６】
　このように止水板７の取り付け、取り外し作業は止水板７のみを対象にして単独で行っ
てもよいが、作業の容易性や効率性の観点から止水板７をフィルター６に装着させた状態
でその作業を行ってもよい。本実施形態では、図１，２に示すように、フィルター６を係
止するための係止片７１，７２を止水板７に設けている。係止片７１，７２は止水板７の
上端および下端からフィルター６側に起立して形成され、平板形状を有している。フィル
ター６を止水板７の係止片７１，７２との間に差し込んで係止片７１，７２でフィルター
６を挟持させることで止水板７をフィルター６に装着することができる。このようにフィ
ルター６への装着を可能とした止水板７を雨水取り出し筒部２に取り付ける場合には、雨
水取り出し部本体３から蓋５を外し、雨水取り出し筒部２からフィルター６を取り出して
止水板７を装着する。次いで止水板７が装着されたフィルター６を雨水取り出し筒部２に
差し込んで内設した後、蓋５を再び雨水取り出し部本体３に装着する。止水板７を取り外
す場合にはその逆の操作を行う。すなわち、雨水取り出し部本体３から蓋５を外し、止水
板７が装着されたフィルター６を雨水取り出し筒部２から取り出し、フィルター６から止
水板７を取り外す。次いでフィルター６を雨水取り出し筒部２に差し込んで内設した後、
蓋５を再び雨水取り出し部本体３に装着する。
【００２７】
　このように止水板７が装着されたフィルター６を雨水取り出し筒部２に内設することで
、雨水取り出し筒部２内においては止水板７が底部にしっかりとより強固に固定されると
ともに、止水板７の係止片７１，７２の存在によって連結筒部１から雨水取り出し筒部２
に向かう雨水をより確実に止めることができるという利点がある。止水板７の固定、雨水
の浸入阻止等の利点をさらに顕著なものにするために、図３に示すような形態の止水板７
とすることができる。この止水板７は、下端の係止片７２の外形形状が雨水取り出し筒部
２の内周面形状に対応したものになっている。このような係止片７２を有する止水板７は
、雨水取り出し筒部２内においては底部との接触面積が大きくなるため安定した固定が可
能になる。また、雨水取り出し口部９を塞ぐため、連結筒部１からの雨水の浸入阻止、雨
水取り出し口部９からの雨水の取り出しの停止をより一層確実なものとすることができる
。さらにフィルター６との装着がより容易になるほか、止水板７をフィルター６に装着し
た状態での雨水取り出し筒部２への取り付け、取り外し作業もより容易なものになる。
【００２８】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記の実施形態に何ら限定され
るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において各種の変更が可能である。例えば
、本発明の雨水取り出し装置は、その形状や大きさ等において様々な形態があってよく、
本実施形態では円筒状の竪樋に連結されているが、角形の竪樋に連結されていてもよい。
この場合、蓋の挿入口及び接続部の形状や大きさは、角形の竪樋に対応した形状や大きさ
に設定される。また、本実施形態では、蓋が雨水取り出し部本体の上端全面に着脱自在に
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取り付けられ、かつ上側竪樋の挿入口が形成されているが、例えば、雨水取り出し部本体
の雨水取り出し筒部の上端の開口部分だけを覆う着脱自在な蓋が設けられ、その他の雨水
取り出し部本体のその他の開口部分はカバー部材で覆うようにし、カバー部材に上側竪樋
の挿入口が形成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の雨水取り出し装置の一実施形態を示した縦断面図である。
【図２】図１の雨水取り出し装置の分解斜視図である。
【図３】止水板の一実施形態を示した斜視図である。
【符号の説明】
【００３０】
１　連結筒部
２　雨水取り出し筒部
３　雨水取り出し部本体
４　開口
５　蓋
６　フィルター
７　止水板
　７１，７２　係止片
８　溜水底板
９　雨水取り出し口部
３０　上側竪樋
４０　下側竪樋

【図１】 【図２】

【図３】
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