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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器本体と，前記容器本体の開放部を密閉する蓋とを含んでなり，前記容器本体または
前記蓋のいずれか一方にロックフラップが設けられ，他方には，前記ロックフラップとロ
ックされるロック片が設けられる密閉容器において：
　前記蓋は，
　前記容器本体の開放部縁部に沿って，前記容器本体の縁部を収容する枠状の係合部を有
し，中央部が開放された軟質の締付け蓋と；
　前記締付け蓋の開放部に配置されて透明材質のプラスチック樹脂およびガラスの少なく
ともいずれか一方の材質で形成される板状の蓋板と，前記蓋板の縁部から延長してから折
曲され，前記係合部に挿入される下向きに開放されたチャネル状の結合スロットで構成さ
れた結合部とを有する透視蓋と；
を含むことを特徴とする，密閉容器。
【請求項２】
　前記締付け蓋には，前記係合部から前記締付け蓋の開放部の中央部に向かって所定の長
さに延長される延長部が設けられることを特徴とする，請求項１に記載の密閉容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，二重蓋を有する密閉容器に係り，より詳しくは，内容物の正確な確認をする
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ことができるとともに，蓋に多様な色彩を加えて外観を向上させることができる二重蓋を
有する密閉容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に，密閉容器は，内容物を収容する収容空間を有する容器本体と，容器本体の開放
部を開閉する蓋とからなる。容器本体または蓋のいずれか一方には，回動可能なロックフ
ラップを設け，いずれか他方には，ロックフラップにロックされるロック突起を設けるこ
とにより，ロックフラップとロック突起とを用いて容器本体と蓋とを密接に係合させて，
内容物の流出を防止することができる。
【０００３】
　かかる密閉容器は，通常プラスチック樹脂から成形される。これは，プラスチック樹脂
から成形する方が，ステンレス又はガラスから成形するのに比べて成形が容易で，原価が
安く，プラスチック樹脂の方がステンレス又はガラスよりも軽く，かつ，ガラスに比べて
壊れにくいなどという多くの利点があるためである。
【０００４】
　このように，プラスチック樹脂から密閉容器を成形する場合，ロックフラップは，容器
本体又は蓋と一体的に成形され，ロックフラップと容器本体又は蓋との間の境界線に薄膜
ヒンジを設けることで，ロックフラップが回動できるようにする。このような薄膜ヒンジ
を形成するためには，プラスチック樹脂のなかでも軟質のプラスチック樹脂を使用するこ
とが好ましい。なぜならば，硬質のプラスチック樹脂を使用すると，ロックフラップの回
動により薄膜ヒンジが容易に切断され得るからである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら，このように軟質のプラスチック樹脂から密閉容器を成形する場合には，
軟質のプラスチック樹脂の特性上，透明度を保持することができない。このため，容器を
不透明あるいは半透明の材料から製作しなければならない。
【０００６】
　このような不透明又は半透明の材料から容器を製作する場合は，密閉容器内に収容され
た内容物を正確に確認することができないため，内容物を確認する際には，使用者がその
都度蓋を開けて確認しなければならないという問題があった。
【０００７】
　また，軟質のプラスチックに色彩を加えると，全体として不透明になって内部の観察が
できないため，通常は色彩を加えずに，ぼんやりとするように不透明に製作している。こ
のため，外観が低下するという欠点がある。したがって，多様な色彩を表現するためには
，部分的に硬質のプラスチックを使用しなければならないが，硬質のプラスチックを使用
すると，軟質のプラスチックとは材質が相違するため接着が容易でないという問題があっ
た。
【０００８】
　そこで，本発明は，このような問題に鑑みてなされたもので，その目的は，内容物の正
確な確認をすることが可能な新規かつ改良された二重蓋を有する密閉容器を提供すること
にある。
【０００９】
　また，本発明の他の目的は，部分的に異なる色を表現できるようにして外観を向上させ
ることが可能な新規かつ改良された二重蓋を有する密閉容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，容器本体と，前記容器本体の
開放部を密閉する蓋とを含んでなり，前記容器本体または前記蓋のいずれか一方にロック
フラップが設けられ，他方には，前記ロックフラップとロックされるロック片が設けられ
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る密閉容器において：前記蓋は，前記容器本体の開放部縁部に沿って，前記容器本体の縁
部を収容する枠状の係合部を有し，中央部が開放された軟質の締付け蓋と；前記締付け蓋
の開放部に配置されて透明材質のプラスチック樹脂およびガラスの少なくともいずれか一
方の材質で形成される板状の蓋板と，前記蓋板の縁部から延長してから折曲され，前記係
合部に挿入される下向きに開放されたチャネル状の結合スロットで構成された結合部とを
有する透視蓋と；を含む密閉容器が提供される。
【００１４】
　また，締付け蓋には，係合部から締付け蓋の開放部の中央部に向かって所定の長さに延
長される延長部が設けられてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば，軟質の締付け蓋と硬質の透視蓋を別に形成することにより，透視蓋に
より内部の観察が可能であり，締付け蓋により多様な色彩の表現が可能である二重蓋を有
する密閉容器が提供される。したがって，本発明の密閉容器によれば，容器内部の内容物
の観察が容易になって使用者の便宜を向上させ，蓋を二つの色彩に形成することができる
ので，外観を向上させることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２０】
　本実施形態による密閉容器は，蓋の外周に位置する枠状の締付け蓋は軟質の材料から製
作し，容器本体の収容空間を密閉するための透視蓋は透明な材料から製作することにより
，内容物の観察を容易にするとともに，締付け蓋を不透明又は半透明に形成することによ
り，多様な色彩の表現を可能にして外観の美感を向上させることができる。
【００２１】
　本実施形態による密閉容器は，図１及び図２に示すように，収容空間が形成された通常
の容器本体１０と，容器本体１０の開放部側に結合して収容空間を開閉する蓋２０とから
構成される。
【００２２】
　容器本体１０の外壁には，開放部の縁部から容器本体１０の底面に向かって所定距離だ
け離隔した位置に，容器本体１０の外周に沿って外壁から突出して延設された定着リブ１
１が設けられている。この定着リブ１１を利用して，蓋２０が容器本体１０に結合して定
着される。詳しくは後述する。このような定着リブ１１には，ロック片１３が定着リブ１
１の外周に沿って所定間隔で複数突設され，ロック片１３の端部には，ロック突条１５が
容器本体１０の底面方向に向かって突設されている。
【００２３】
　このような容器本体１０と結合する蓋２０は，容器本体１０の開放部の縁部に沿って配
設される中央が開放された枠状の締付け蓋２５と，締付け蓋２５の中央の開放部を密閉す
るように容器本体１０に結合される透視蓋３０とを含んで構成される。
【００２４】
　締付け蓋２５には，下向きに開放された断面が略コの字形状の係合部２６が形成され，
係合部２６は，容器本体１０の形状に応じて，方形，円形，楕円形などに形成される。係
合部２６の外面には，容器本体１０のロック片１３と対応する位置に複数のロックフラッ
プ２７が所定間隔で設けられ，ロックフラップ２７は，ロック片１３とロックされるロッ
ク位置とロック片１３とのロックが解除される解除位置との間で回動する。このため，ロ
ックフラップ２７と係合部２６とが連結される境界部位には薄膜ヒンジ（図示せず）が設
けられ，ロックフラップ２７を容器本体１０側に向かって折畳むこともでき，逆に，締付
け蓋２５側に開くこともできる。すなわち，ロックフラップ２７は，薄膜ヒンジを中心に
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して回動することができる。このようなロックフラップ２７には，ロック孔２８が貫設さ
れ，ロック孔２８には，容器本体１０に形成されたロック片１３が挿入される。ロック孔
２８にロック片１３が挿入されると，ロック突条１５により，ロック片１３がロック孔２
８に咬合されることにより，ロック片１３がロック孔２８から離脱することを防止するこ
とができる。
【００２５】
　締付け蓋２５は，例えば，不透明又は半透明の軟質プラスチック樹脂から製造されるの
で，多様な色彩の表現が可能である。したがって，締付け蓋２５を多様な色彩の材質から
形成して，使用用途，内容物，又は雰囲気によって，所望の色彩の締付け蓋２５を選択し
て容器本体１０に結合することができる。
【００２６】
　このような締付け蓋２５の開放部を密閉する透視蓋３０は，締付け蓋２５の開放部を密
閉する蓋板３１と，該蓋板３１の縁部から延長してからチャネル状に折曲されて，下向き
に開放された結合スロット３３を有する結合部３２とを含んでなる。蓋板３１は，締付け
蓋２５とは異なり，例えば，ガラスなどの硬質のプラスチック樹脂などの透明性を有する
材質から形成されて透明窓の役割を果たす。
【００２７】
　図３は，図１の変形例を示すもので，蓋板３１の中央部の貫通部に空気バルブ３７が装
着されている。空気バルブ３７は，容器本体１０の収容空間への空気の出入りを遮断する
ことで容器本体１０の内部を所定の真空度に維持することができる。したがって，このよ
うな空気バルブ３７を設けることにより，本変形例に係る密閉容器は，容器本体に収容さ
れる食品の変質を一定期間防止して食品の新鮮度を維持することができる。
【００２８】
　一方，透視蓋３０の結合部３２に形成された結合スロット３３には，容器本体１０の縁
部が収容され，結合スロット３３の内部には，容器本体１０の開放部を密封するためのパ
ッキン３５が挿設されている。かかる結合部３２が締付け蓋２５の係合部２６内に収容さ
れることにより，締付け蓋２５と透視蓋３０とが互いに結合する。
【００２９】
　ここで，透視蓋３０の結合部３２を締付け蓋２５の係合部２６内に挿入して結合させる
ためには，様々な方法がある。
【００３０】
　第１の方法は，別途の結合手段を取らずに，単に，透視蓋３０の結合部３２を締付け蓋
２５の係合部２６内に挿入する方法である。この場合，透視蓋３０および締付け蓋２５を
容器本体１０に結合させるとき，容器本体１０に透視蓋３０を結合して，容器本体１０の
縁部が透視蓋３０の結合スロット３３に挿入されるようにした後，締付け蓋２５を透視蓋
３０の上部に結合して，透視蓋３０の結合部３２が締付け蓋２５の係合部２６内に挿入さ
れるようにする。一方，容器本体１０から締付け蓋２５および透視蓋３０を分離させる場
合は，まず，締付け蓋２５を透視蓋３０から分離した後，透視蓋３０を容器本体１０から
分離すればよい。
【００３１】
　第２の方法は，図４及び図５に示すように，透視蓋３０の結合部３２に沿って所定の間
隔で，締付け蓋２５に向かって上向きに突出する複数の結合突起３９を設け，締付け蓋２
５の係合部２６の，結合突起３９に対応する位置には，結合孔２９を複数形成し，結合突
起３９を結合孔２９に挿入することで，締付け蓋２５と透視蓋３０を互いに結合させる方
法である。
【００３２】
　第３の方法は，透視蓋３０の結合部３２を締付け蓋２５の係合部２６内に挿入した後，
透視蓋３０の結合部３２と締付け蓋２５の係合部２６とを超音波で接着する方法である。
【００３３】
　第４の方法は，結合部３２と係合部２６とに対応する位置に，第１ネジ孔（図示せず）



(5) JP 4165886 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

と第２ネジ孔（図示せず）とを穿設した後，第１ネジ孔及び第２ネジ孔を介してネジ（図
示せず）を用いて締結することにより，透視蓋３０と締付け蓋２５とを互いに結合させる
方法である。
【００３４】
　第５の方法は，透視蓋３０の結合部３２と締付け蓋２５の係合部２６とを二重射出成形
により互いに結合させる方法である。
【００３５】
　このような方法のほかにも，単に接着剤を用いる方法などを使用することができるが，
締付け蓋２５が軟質のプラスチック樹脂から形成され，透視蓋３０が硬質のプラスチック
樹脂，例えばガラスなどから形成されており，締付け蓋２５と透視蓋３０の材質が相違す
るため，単純な接着剤のみでは接着することが容易でない場合がある。このため，上述し
たような多様な結合方法が提示されたのである。
【００３６】
　このような構成の密閉容器を使用する過程を簡単に説明すると次の通りである。容器本
体１０に内容物を収容した後，上記のような方法で結合させた透視蓋３０と締付け蓋２５
とからなる蓋を容器本体１０に結合させる。この際，透視蓋３０の結合スロット３３に容
器本体１０の上縁部が挿入されるようにすると，パッキン３５により容器本体１０の上縁
部と締付け蓋２５との間の気密性を維持することができる。その後，締付け蓋２５に設け
られたロックフラップ２７を下向き（容器本体１０の底面側）に回動させることで，ロッ
クフラップ２７のロック孔２８に容器本体１０のロック片１３を挿入させる。このように
して，容器本体１０と締付け蓋２５及び透視蓋３０とを結合した後，透視蓋３０の中央部
を下方に押し付けて，蓋板３１に形成された排気孔を介して空気を排出することにより，
容器本体１０と蓋（締付け蓋２５及び透視蓋３０）とをさらに密接に係合させることがで
きる。
【００３７】
　このような密閉容器の蓋が，多様な色彩を有する締付け蓋２５と，透明窓の役割をなす
蓋板３１を有する透視蓋３０とからなるので，透明窓を介して容器本体１０の内部を観察
することができる。したがって，従来のように使用者が内容物を確認するために蓋を一つ
一つ開けてみる必要がないので，内容物の確認が容易になるため，密閉容器の使用者にと
って便利である。
【００３８】
　締付け蓋２５は，従来のような軟質のプラスチック樹脂を用いて多様な色彩を具現する
ことができる。さらに，締付け蓋２５を色彩別に用意して，使用者が好みに応じて選択し
て購買できるようにするとともに，多様な色彩に製造した締付け蓋２５をセットで構成し
て販売することにより，使用者が内容物の種類，趣向によって所望の色彩の締付け蓋２５
を選択して使用することができる。また，このように，透視蓋３０を透明に形成し，締付
け蓋２５を多様な色彩に形成することにより，従来，単色にだけ形成できた容器を二色に
形成することができるので，容器の外観を向上することができる。
【００３９】
　上記実施形態においては，下向きに開放された断面が略コの字形状の係合部２６が形成
された締付け蓋２５は枠状に形成されているが，図６に示すように，係合部２６から中央
の開放部に向かって所定の長さに延長した延長部２４を設けることもできる。延長部２４
の自由端部（中央の開放部側の端部）は，下向きに折曲されている。このような延長部２
４に対応し，透視蓋３０には，延長部２４の自由端部を収容する離脱防止スロット３４を
，延長部２４の自由端部に対応する位置に陥没形成することにより，軟質の延長部２４が
透視蓋３０から離脱することを防止することができる。このような延長部２４は，係合部
２６から全部位にわたって同一の長さに延長して形成することもでき，部位によって延長
の長さが相違するように形成することもできる。このように，延長部２４の延長の長さを
調節することにより，透視蓋３０の蓋板３１の透明窓の形状が決定される。したがって，
延長部２４により透明窓を多様な形状に表現することにより，容器の外観を向上させるこ
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とができる。
【００４０】
　また，上記実施形態においては，容器本体１０に，定着リブ１１から突出した別途のロ
ック片１３を設けたが，定着リブ１１の上端部の下側に直接ロック突条１５を形成するこ
ともできる。この場合，ロックフラップ２７にロック孔２８を形成しないで，ロックフラ
ップ２７の定着リブ１１との対向面から突出してから上向きに折曲されたロックフック（
図示せず）を設けることにより，ロックフラップ２７を定着リブ１１に向けて押し付ける
と，ロックフラップ２７のロックフックが定着リブ１１のロック突条１５にロックされる
ようにすることにより，ロックフラップ２７が容器本体１０にロックされた状態を維持す
ることができる。
【００４１】
　また，上記実施形態においては，容器本体１０に定着リブ１１とロック突条１５を設け
，蓋にロックフラップ２７を設けているが，容器本体１０にロックフラップ２７を設け，
蓋に定着リブ１１及びロック突条１５を設けることもできる。
【００４２】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は，二重蓋を有する密閉容器に適用可能であり，特に，内容物の正確な確認をす
ることができるとともに，蓋に多様な色彩を加えて外観を向上させることができる二重蓋
を有する密閉容器に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の第１実施例による密閉容器の分解斜視図である。
【図２】図１の側断面図である。
【図３】図１の変形例を示す側断面図である。
【図４】本発明の第２実施例による密閉容器の部分平面図である。
【図５】図３のＡ－Ａ線についての側断面図である。
【図６】本発明の第３実施例による密閉容器の側断面図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　　　容器本体
　１３　　　ロック片
　１５　　　ロック突条
　２０　　　蓋
　２４　　　延長部
　２５　　　締付け蓋
　２６　　　係合部
　２７　　　ロックフラップ
　２９　　　結合孔
　３０　　　透視蓋
　３１　　　蓋板
　３２　　　結合部
　３３　　　結合スロット
　３４　　　離脱防止スロット
　３５　　　パッキン
　３９　　　結合突起
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