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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面（９）と当該底面（９）から上方に延びる壁（５，６，７，８）とを有する容器（
２）そして蓋（３）からなり、当該壁は当該蓋（３）と共にフェルト針（２４）を収納す
るための内部空間（１０）を囲み、
　近傍の側壁（５，７）に対し鋭角（β）をなして方向づけられた少なくとも一の隔壁（
１１）が当該内部空間（１０）内に設けられ、
　一方を側壁（６，８）で、反対側を当該隔壁（１１）で規定される、少なくとも一の楔
形の針の収納空間（２０，２１）が当該隔壁（１１）の二つの側面のそれぞれに設けられ
、
　当該隔壁（１１）は、当該隔壁（１１）の中央部分で切れ目として設けられた少なくと
も一の切欠き（１２）を有する
　フェルト針パッケージ（１）。
【請求項２】
　前記隔壁（１１）は前記底面（９）そして／または少なくとも一の側壁（７）と結合し
ている
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項３】
　前記底面（９）は長方形である
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。



(2) JP 5042273 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記側壁（５，６，７，８）の各々は前記底面（９）と直角（α）
をなす
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項５】
　前記隔壁（１１）は、二つの前記側壁（７、８）が互いに当接する一隅（２２）から、
あるいは一隅近傍の側壁（７）の領域から延在するか、対抗する隅（２３）あるいは前記
側壁（５）から始まる
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項６】
　前記蓋（３）は前記側壁（５，６，７，８）にアングル継ぎ手（４）を介して結合する
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項７】
　前記蓋（３）と前記側壁（５，６，７，８）とは互いに少なくとも一の戻り止め手段（
３６）を介して当接する
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項８】
　前記蓋（３）そして／または前記側壁（５，６，７，８）とは一体化されたガスケット
（３５）により当接する
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項９】
　処理用薬剤あるいは防腐材の収納部が前記蓋（３）そして／または前記底面（９）そし
て／または前記側壁（５，６，７，８）そして／または前記隔壁（１１）に設けられてい
る
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項１０】
　前記蓋（３）には押さえ（３９）が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
【請求項１１】
　前記押さえ（３９）は二つの端（４２，４３）を持つ曲ったバネからなり、当該端は共
に前記蓋（３）に係止される
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェルト針パッケージ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はフェルト針パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フェルト製造では大量のフェルト針が必要となる。フェルト針は磨耗する補充部品であ
り必要な時にすぐ使用できるよう保管しておくため購入されるものである。そのために、
針の製造者は、針が粗雑に扱われ長期間保管された場合でもパッケージが傷まないような
方法でフェルト針を経済的にパッケージするという問題に対処しなければならない。しか
しながらその場合、また当該針は使用者がパッケージからフェルト針を容易に取り出すこ
とができるような方法で、パッケージされるべきである。これは怪我をするリスクが最小
化されることを意味する。
【０００３】
　フェルト針は長く延びた作業部分と曲がったフット（足）を持つ保持部分とからなり、
当該保持部分は当該作業部分の延長部である。一般に、作業部分は保持部分に比べより小
さな径を持つ。フェルト針が隣同士並べられてお互いに平行にかつ圧縮されて配列された
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ときは、楔形の束が形成されることとなる。
【０００４】
　この点に関し、特許文献１はフェルト針を整列して保持することのできる楔形の針パッ
ケージを提案している。この楔形のパッケージは長方形の外箱内に収納できる。これに関
し、前記特許文献１は又、内部空間の有効利用のため外箱内の空間に二つの楔形のパッケ
ージが反対方向に並べられた配置を提案している。外箱の残りの空きスペースはフォーム
材あるいは同様なもので充填されている。
【０００５】
　他のパッケージが、例えば縫い針などで知られている。これに関しては、特許文献２を
参照されたい。特許文献２は平たい長方形の針パッケージを示している。当該パッケージ
はたたんで広げることができ、蓋に対角線上に設けられた留め口（クランプリップ）を有
する箱からなる。これらの留め口はパッケージ内の所定位置に当該針を固定するためにパ
ッケージの底に対し縫い針を押さえ付けるためのものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０　２００５　０３６　３２９号明細書
【特許文献２】国際公開第０２／０５９０１６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これに鑑み、本発明の目的は簡単で整った構成で、針の使用者のみならず針の製造者に
とっても簡単に取り扱える、空間を節約できるフェルト針パッケージを創作することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は請求項１によるフェルト針パッケージにより達成される。
【０００９】
　本発明によるフェルト針パッケージは、底面とそこから立ち上がる壁とを有する容器か
らなり、当該壁は、蓋と共にフェルト針を収納する内部空間を囲む。内部空間内には、側
壁に対して鋭角に位置する、少なくとも一の隔壁が設けられる。この隔壁は容器の内部空
間を２以上のフェルト針の収納部分に分割しており、当該収納部分はほぼ同じ大きさを有
する。上部から見て、すなわち、容器を覗くとこの隔壁は四隅のうちの二つの間にほぼ対
角線上に配置されている。隔壁の高さは基本的には容器の高さと等しいかあるいはそれよ
り少し低い。対角線上に配置された隔壁により、容器の内部空間はいくつかの基本的に楔
型の区画に分けられ、それにより楔形はフェルト針の先細の形状に適合する。
【００１０】
　本発明によるフェルト針パッケージでは、フェルト針は好ましくは内部空間のそれぞれ
区分された部分に同じ方向に向けられる。各区画の針の作業部分は第一の方向を指す。保
持部分は第２の、反対の方向を指す。隔壁で区分された他の収納部分の針束の針は好まし
くは反対の方向を向く。
【００１１】
　好ましくは、隔壁には中心に位置し、例えば、当該壁の上端から底面へ延びるような少
なくとも一の切欠きを備える。この切欠きあるいはより小さな切欠きはパッケージからの
フェルト針の取り出しを容易にしてそして使用者が中央部分で針を掴むことを助ける。作
業部分は針の終端部に位置するので、これはよくある非常に尖ったあるいは鋭利な作業部
分に触れた時に怪我をするリスクを減らす。
【００１２】
　要求があれば、追加の部品、例えば、ブラケットとして作られたものを、収納部分のそ
のそれぞれの先端を短くするために、容器内に設置することができる。この方法は、例え
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ば、より短い針に適合させるために用いられる。
【００１３】
　好ましくは、隔壁は少なくとも側壁そして／または底面と、そしてさらに好ましくは、
側壁とも底面とも結合して、容器内で隔壁が安定して位置決めされるようにする。個別の
ケースでは又、一あるいは他の折り曲げ方向に柔軟性を持たせるよう、底面とだけあるい
は側壁とだけ結合する方が都合がよいかもしれない。
【００１４】
　隔壁そして／またはブラケットは容器と、その底面そして／または少なくとも該容器の
一の壁と一体に継ぎ目なく結合していてもよい。この場合、容器は一体物として制作され
る。
【００１５】
　好ましくは、容器とその蓋は同じプラスチック材料から作られる。また、隔壁も好まし
くは同じプラスチック材料で作られ、例えば残余の容器と一体に継ぎ目なく結合される。
前述のブラケットあるいは他のいかなる挿入部品も好ましくは同様に同じプラスチック材
料で作られる。このやり方は再生利用を後押しする。好ましくは容器とその蓋は、例えば
、ポリスチレンやＡＢＳのようなリサイクル容易なプラスチック材料で作られる。
【００１６】
　好ましくは、蓋は多機能蓋として設計される。従って、容器のアングル継ぎ手に、それ
に沿って容器と蓋がお互い容器の端の部分で係合するよう、固定してもよい。封止を改善
するために、柔らかいガスケットを蓋にあるいは同様に容器の上部の端に設けてもよい。
容器外側の周囲の粘着テープの別個の帯は省略しうる。
【００１７】
　蓋は容器の縁に係止する形で固定できる。好ましくは、破棄することによってのみ開け
ることのできる係止手段あるいはクリップを設けることが可能である。
【００１８】
　さび止めを入れる収納部を設けることもできる。この収納部は蓋かあるいは、それに代
えて、また容器の他の場所に設けてもよい。好ましくは、デポー製剤が自動化に適した形
のさび止めである。例えば、錠剤や、ジェルまたは小さな粉末の小袋、含浸した紙、厚紙
片またはフェルト片等々で供せられる。好ましくは、再生利用に先立ち取り外せるよう、
収納部は接着でのみ該蓋の部分あるいは容器に接合される。
【００１９】
　容器は平行六面体の外形を有するものの、その内部空間は楔形の室に分かれる。室の数
は２以上である。室の基本領域は三角形または台形（不等辺四辺形、先端を切り落とした
三角形）であって、室は上に向かって開いている容器の内部空間に一以上の隔壁により形
成される。隔壁は、容器の側壁と同様、好ましくは底面に対して垂直に、すなわち直角に
延びている。
【００２０】
　針を所定位置に保持するために、蓋に係止されたバネが用いられる。このバネはプラス
チック材料の板か帯、あるいは他の似たような部材で、一端または両端が蓋に係止され、
当該板または帯は針の方へ、すなわち容器の内部空間の方へ膨らむ。
【００２１】
　更に、容器内の針の接触を良くするために、リブあるいは他の突起が容器の側壁そして
／またはその底面に設けられてもよい。
【００２２】
　本発明の効果的な実施態様の更なる詳細は図面、請求項あるいは記載から明らかとなる
。記載は本発明の本質的な特徴と多岐にわたる状況に限定されている。図面は補助として
参照されるべきものである。それらには追加の詳細が開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】閉じた状態のフェルト針パッケージの斜視図である。
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【図２】蓋を外した状態の図1のフェルト針パッケージの斜視図である。
【図３】図１あるいは図２のパッケージから出したフェルト針の概略を示す側面図である
。
【図４】図２のフェルト針パッケージの容器の概略を示す平面図である。
【図５】図４の容器の、図４でＶ－Ｖ線に沿った断面図である。
【図６】フェルト針パッケージの、蓋と容器との間の接合に沿った断面図である。
【図７】フェルト針パッケージの、蓋と容器との間の接合に沿った別の断面図である。
【図８】図１の針パッケージの、変更された実施例の縦の断面である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は長方形の箱として構成されたフェルト針パッケージ１を示す。これは容器２と、
容器２を上方で閉じる蓋３からなる。蓋３と容器２は分割継ぎ目４に沿って互いに当接す
る。
【００２５】
　図２は容器２を更に詳細に示す。これは長方形の内部空間を区切る四つの側壁５，６，
７，８からなる。好ましくは、該壁は底面９から９０°の角度で立ち上がる。例として図
５には対応する９０°の角度αが示されている。底面９と各側壁５，６，７，８の各々は
、同じ素材からなりその縁に沿って隙間や継ぎ目のない様に互いに当接する、直角の、薄
い、好ましくは基本的に平面で板状の要素である。容器２は、例えば、プラスチック材料
の射出成形部材からなる。
【００２６】
　容器２により囲われた内部空間１０は隔壁１１により対角線状に分割されている。隔壁
１１は好ましくは容器２と一体の部材である。この場合、同様に、隔壁１１は、側壁５，
６，７，８の一つと同様底面９と隙間なくそして継ぎ目なく結合している。隔壁１１は、
底面９に延び、そのため該隔壁を二つの隔壁部分１３，１４に分割するような中央開口１
２を備えてもよい。好ましくはそれらはお互いに一直線上で、従って本質的に共通平面（
図４参照）あるいは共通線上に位置する。この平面あるいは線は対立する側壁５，７と交
差し、少なくとも底面９で規定される長方形の対角線に近接して位置する。このため、隔
壁１１と隔壁部分１３は小さな方の側壁７と境を接する。同様に、これは小さな方の側壁
５に接する隔壁部分１４にも当てはまる。好ましくは大きな側壁６，８は隔壁とは境を接
しない。隔壁部分１３と側壁７は９０°よりも小さな角度βをなす。長い方の側壁８と隔
壁部分１３もまた９０°よりも小さな角度γをなす。二つの角度βとγの合計は９０°で
ある。全体としての隔壁１１、特に、隔壁部分１４あるいは１３と底面９とは直角δをな
す（図５参照）。
【００２７】
　実質的に平面の隔壁部分１３には隔壁部分１３の剛性を増す、角のある縁１５をその開
口１２に面する側に設けてもよい。加えて、隔壁部分１３にはその縁１５に、側壁６，８
に面する溝を規定する平行なビード（半円筒形の部分）を備えてもよい。この溝は、例え
ばブラケットのような形をした間座１７を収納するために利用される。その二つの面１８
，１９は、好ましくは直角をなし、同じ幾何学形状そして／または長さをもつ。間座１７
は隔壁部分１３と長い方の側壁８との間に上から中間部の空間に挿入され、それにより部
分１８の面がビードに入り込み部分１９の平面側が側壁８に当接する。
【００２８】
　図４に示すように、隔壁１１は内部空間１０を二つの内部空間部分２０，２１に分割す
る。その各々はほぼ三角形の基本領域を有する。仮に隔壁１１が隅２２，２３に当接して
いるとすれば、各内部空間部分２０，２１は正確に三角形となる。そうでなければ、当該
内部空間部分は台形（不等辺四角形）の形を有する。その長さは、各種の長さのフェルト
針に適合できるよう間座１７により変更できる。
【００２９】
　図３はフェルト針パッケージにより多数収納されることとなるタイプのフェルト針２４
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を示す。当該フェルト針は一端の先に作業部分２５を有し、他端に作業部分２５とまっす
ぐ延長した形で繋がった太めの軸２６を有し、そしてまっすぐ延長した形で順に軸２６と
つながった、軸２６よりもさらに太い保持部分２７を有する。保持部分２７の端はフット
（足）２８を形成するために曲げられていてもよい。互いに並べて置かれたときこのよう
なフェルト針は楔形をした束２９を形作る。図２においてそのような束は単純にいくつか
の線で概略的に描かれている。束２９は内部空間部分２０をほとんど埋めている。内部空
間部分２１は、図２中には詳細に示されていないが、同様に楔形をした、反対方向に向い
たフェルト針２４の束を収納する。
【００３０】
　フェルト針パッケージ１の蓋３と容器２の間の接合は好ましくは防湿である。このため
、分割継ぎ目４は、図６と図７に描かれているように、特にアングル継ぎ手として構成さ
れてもよい。これは継ぎ目が、各々が少なくとも一の、好ましくはいくつかの、線３０，
３１上に角度を有するいくつかの面からなることを意味する。結果として蓋３は、例えば
、容器２の端の突起３４が中に入り込む溝３３を有してもよい。図６と図７に概略的に示
されるように、蓋３または、それに代えて、同様に容器２にはそのしかるべき場所に、分
割継ぎ目４に沿って周囲にガスケット３５が設けられる。ガスケット３５は容器２あるい
は蓋３の凹みに設けられ、注入され、あるいは他のやり方では固定されてもよい。ガスケ
ットは、蓋３と容器２とを防湿接合する、エラストマーあるいは同様な粘着物質からなる
。
【００３１】
　さらに、図７は蓋３と容器２と間で効果的な戻り止め手段３６を示す。この手段は、例
えば、お互いに噛み合う弾性的な回復力のあるもので形成される。これらは、例えば、蓋
３に設けられた突起３７とこれと連繋する縁の突起３４の拘束開口部３８である。好まし
くはこの戻り止め手段３６は容器２と蓋３各々の周縁の部分上にのみ延在する。　
【００３２】
　図に示すように、蓋３は、その機能が単に内部空間１０を閉じるだけの単純なフード状
の蓋として構成してもよい。が、当該蓋は他の追加の機能、例えば、フェルト針２４を所
定のところに保持する機能を果たすこともできる。図８に示すようにこれはバネ材３９を
蓋３に備えることで達成される。このバネ材はプラスチック素材の帯でよく、おおよそ当
該蓋の幅を占めそして、例えば、一方の狭い側の端４０から反対側の狭い側の端４１に延
びる。バネ材３９の端４２，４３は蓋３の内部に設けられた対応する窪みに収まり、バネ
材がその窪みに当接する。例えば、バネ材３９は内部空間１０内に突き出すように湾曲し
た屈曲バネである。バネ材３９はその両端を受ける窪み内で長さ方向にゆるくずれること
も可能であるし、あるいは他の支持手段で支持されることもできる。さらに、バネ材３９
は、他端は束縛されない一方、一端で蓋３と取り外せないように結合されてもよい。
【００３３】
　内部空間１０には一以上の部分に、当該フェルト針が保管されている間にフェルト針に
作用することを意図したさび止め、防腐剤あるいは他の手段用の各種収納部４４，４５，
４６，４７を設けてもよい。これらの収納部は好ましくはフェルト針パッケージ１の内部
空間１０内の底面９に、側壁の一つ、例えば側壁５に、分離壁１１に、蓋３にそして／ま
たはバネ材３９に、あるいは他の場所に、フェルト針パッケージ１をプラスチック再生利
用に持ち込むため、必要ならば取り外しできるような形で設けられる。
【００３４】
　フェルト針パッケージ１は以下のように使用される。
【００３５】
　充填の際、内部空間部分２１，２２はフェルト針２４の束２９で詰められる。それらは
例えば紙テープで提供されるか、あるいは又ばらばらでもよい。その場合、束２９と図示
されていない他の束は反対方向を向く。一旦これが終わると、蓋３は閉じられる。このよ
うにして、容器２は閉じられそして外部に対しフェルト針２４を密閉封止する。
【００３６】
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　フェルト針２４は箱にきつく詰められる。それらが互いに側面で接触している限り、好
ましくはその作業部分２５の鋭い先端は外壁５，７に当接しない。加えて、間座１７がフ
ェルト針２４の作業部分２５をさらに保護する。図４から明らかなように、容器２には、
例えば、その側壁の内側に沿ってフェルト針の保持を改善するリブあるいはその他の突起
８ａ，８ｂが付加的に設けられてもよい。
【００３７】
　フェルト針パッケージ１は閉じた状態で配送され保管される。必要な時は、当該パッケ
ージが開けられ、それにより戻り止め手段３６が外れる。好ましくは、それらはある種破
棄されるような形に、フェルト針パッケージ１がもはや恒久的に固く閉じられないように
設計される。これは原封止が手を付けられていないことを保証するために使われる。フェ
ルト針２４は個別にあるいは束で取り出されうる。開口１２は内部空間１０からの取り出
しを容易にする。
【００３８】
　本発明のフェルト針パッケージ１は並行六面体の形をもつ容器からなり、当該容器の内
部空間は隔壁１１で区切られ、当該壁は側壁に対角線状に延び、底面１０に対しては直角
に延在する。隔壁１１は、例えば握りのための開口のような、一以上の途切れを有してい
てもよい。追加の隔壁が設けられてもよい。平面図において、隔壁はパッケージ内を楔形
すなわちプリズム型の部分空間に分割し、当該部分空間は同様に楔形をしたフェルト針の
束を収納するように配置されている。
【符号の説明】
【００３９】
１　フェルト針パッケージ
２　容器
３　蓋
４　分割継ぎ目
５，６，７，８　側壁
８ａ, ８ｂ　突起、リブ
９　底面
α　角度
１０　内部空間
１１　隔壁
１２　開口
１３，１４　隔壁部分
β，γ，δ　角度
１５　縁
１６　溝
１７　間座
１８，１９　面
２０，２１　内部空間部分、針収納部分、室
２２，２３　隅
２４　フェルト針
２５　作業部分
２６　軸
２７　保持部分
２８　フット（足）
２９　束
３０，３１，３２　線
３３　溝
３４　突起
３５　ガスケット
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３６　戻り止め手段
３７　突起
３８　拘束開口部
３９　バネ材、押さえ
４０，４１，４２，４３　端
４４，４５，４６，４７　収納部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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