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(57)【要約】
　充填可能な密閉キャップが、その中に成形された充填
されたカプセル（２）を空にすることを開始するために
用いられる。内側または外側が二酸化シリコンまたは金
属により酸素不浸透性にコーティングされ、下側でラミ
ネートホイルにより封鎖されたカプセル（２）は、圧力
印加によりその側壁の変形の下で、シールホイル（６）
を切開または破断するために圧縮可能である。前記カプ
セル（２）は、そのために、プッシュ面（７）を備える
非対称の押しボタンと、変形可能な前壁および側壁（１
１）と、安定した裏壁（１３）とを有する。後者は、前
記プッシュ面（７）の下側を形成し、この下側には先端
に向かって延びる三角形のブレード刃（８）が成形され
ている。このブレード刃の三角形のエッジが、前記シー
ルホイル（６）を穿孔および切開するための切断エッジ
（１７）を形成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カプセル（２）を空にすることを開始するための押しボタンを備える充填可能な密閉キ
ャップであって、前記カプセルは、前記密閉キャップに成形されており、別個に充填可能
であり、シールホイル（６）により封鎖可能である密閉キャップにおいて、
　前記カプセル（２）は、いずれの場合でも内側または外側に、真空に近い雰囲気の下で
プラズマ法により蒸着された鏡面光沢仕上げのコーティングが施与されており、当該コー
ティングは、層厚が６０ｎｍから８０ｎｍの金属製または石英ガラス（二酸化シリコン）
製であり、
　前記カプセルは、充填後に酸素不透過性のラミネートホイル（６）によって密に封鎖す
ることができ、
　前記カプセル（２）は、上方からの圧力印加によりその側壁（１１）を変形することに
よって、前記シールホイル（６）を切開または破断するためにその容積を減少することが
できる、ことを特徴とする押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項２】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）は変形可能な側壁（１１）を有し、したがって前記
側壁を押し下げることにより前記カプセル（２）の容積を低減することができ、前記シー
ルホイル（６）には、少なくとも１つの連続する弱体化ライン（２５）が設けられており
、これにより当該カプセル（２）内の内圧の上昇によって、前記カプセルを封鎖する前記
シールホイル（６）を、前記弱体化ライン（２５）に沿って破断することができる、こと
を特徴とする請求項１に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項３】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）は、プッシュ面（７）並びに変形可能な前壁および
側壁（１１）を備える押しボタンと、旋回ヒンジとしてのエッジ（１０）とを有し、
　前記エッジは、当該密閉キャップの片側で前記変形可能な前壁および側壁（１１）の下
方縁部の上方に配置されており、
　これにより当該密閉キャップの一方の側にはヒンジ軸（１０）が形成され、当該密閉キ
ャップの直径方向に対向する側では前記前壁が、当該密閉キャップにおける比較的に深い
ポイントを中心に折れ曲がり可能かつ変形可能である、ことを特徴とする請求項１または
２に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項４】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）は、プッシュ面（７）と変形可能な前壁および側壁
（１１）と安定した剛性の裏壁（１３）とを備える非対称の押しボタンを形成し、
　上方縁部を備える前記裏壁、前記プッシュ面（７）の下側、三角形のブレード刃（８）
が成形されており、当該ブレード刃は先端（１)に向かって延びており、三角形のエッジ
により、前記カプセル（２）の下側にある前記ラミネートホイル（６）を穿孔し、切開す
るための切断エッジ（１７）を形成する、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一
項に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項５】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）は、プッシュ面（７）と変形可能な前壁および側壁
（１１）と安定した裏壁（１３）とを備える非対称の押しボタンを形成し、
　上方縁部を備える裏壁、前記プッシュ面（７）の下側、楔（３０）が形成されており、
該楔は先端（１６）に向かって延びており、その下方エッジにより、前記カプセル（２）
の下側にある前記ラミネートホイル（６）を穿孔し、切開するための切断エッジ（１７）
を形成する、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の押しボタンを備え
る充填可能な密閉キャップ。
【請求項６】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）は、プッシュ面（７）と変形可能な前壁および側壁
（１１）と安定した裏壁（１３）とを備える非対称の押しボタンを形成し、
　前記裏壁は、上方に、前記カプセル（２）の下側にある前記ラミネートホイル（６）を
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押し込むための、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の押しボタンを
備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項７】
　前記カプセル（２）の裏側（１３）は、ウェブ（１２）を介してネジキャップの内壁（
１４）に接続されており、したがって変形可能ではない、ことを特徴とする請求項４から
６のいずれか一項に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項８】
　前記プッシュ面（７）の下側では、前記三角形のブレード刃（８）の両側にそれぞれ１
つのスタンプ（９）が成形されており、
　当該スタンプは、切り開かれたシールホイル（６）の２つの半部分を押し下げ、これに
より前記カプセル（２）が完全に空になることを保証するために、前記ブレード刃（８）
の先端（１６）よりも僅かに少なく下方に向かって伸張している、ことを特徴とする請求
項４に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項９】
　前記密閉キャップは蓋（１８）を有し、該蓋は、当該密閉キャップの縁部にヒンジ（１
９）を介して成形されており、
　前記ヒンジ（１９）に対向する側にスナップ要素としてラッチ（２０）が成形されてお
り、該ラッチが、前記蓋（１８）の閉鎖時に当該密閉キャップの縁部にある１つの窓（２
２）に成形されたストライプ（２１）にスナップ留めされることによって、前記蓋（１８
）は最初の開封を保証する、ことを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の押
しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項１０】
　前記ラミネートホイルは、１つまたは複数の連続する交差しない弱体化ライン（２５）
を、エンボスラインの形態で有する、ことを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に
記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、押しボタンによって開始可能である充填可能な密閉キャップに関するもので
あり、この開始により、前記密閉キャップの内部に成形された別個に充填可能な小型のカ
プセルがこれによって開放され、この密閉キャップが装備された容器へと空にされる。今
日すでに多数の飲料が、濃縮物と水との混合によって形成される。完成した混合物を配送
する代わりに、ボトラーが現場で水を充填するだけで良く、消費する際にボトルの最初の
開放によって濃縮物がボトル内で初めて水に添加され、続いてこの水と混合されるのであ
れば、非常に効率的であろう。
【背景技術】
【０００２】
　このために種々の解決手段が最近、実現されている。例えば特許文献１は、このような
プラスチック製調量密閉キャップを開示する。この調量密閉キャップは、ネジキャップと
、このネジキャップの内部にあって別個に充填可能であり、ホイルにより封鎖可能ないし
充填後に閉鎖されるカプセルと、所属の容器頸部とから成る。前記カプセルは、その閉鎖
ホイルと共に下方に向けられ、容器頸部内に保持される。キャップが容器頸部の上に載置
されると、キャップが容器頸部の内部に突き出て、容器頸部の下方縁部に穿孔および切断
装置が存在するようになる。この装置によってカプセルの下方端部にある閉鎖ホイルが、
プラスチック製調量密閉キャップの最初の開放の際に開放可能であり、その結果、カプセ
ル内に含まれる物質が容器に落下する。前記ネジキャップは、反時計方向、すなわち解除
方向での回転の際に、まず容器頸部上で下方に移動され、これによりカプセルのホイルが
穿孔および切断装置を介して押圧され、これにより切り開かれる。一方、ネジキャップは
容器頸部上でストッパを獲得する。ネジキャップが解除方向にさらに回転されると、この
ネジキャップは容器頸部を連行する。この容器頸部はネジにより容器スリーブ上に配置さ
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れているが、この容器スリーブはネジを緩めるのに比較的大きなトルクを必要とする。し
たがってネジキャップがさらに回転されると、このネジキャップは容器頸部と、その中に
あってその間に空になったカプセルとを連行し、密閉キャップ全体が容器スリーブからネ
ジ外しされる。この解決手段が優雅であるのは、これがただ１つのアクションしか必要と
しないからである。すなわち、ネジキャップを解除方向に連続的に緩めることしか必要と
しない。この場合、全てが自動的に順番に行われる。すなわち、ホイルの穿孔と切開、カ
プセルを空にすること、そして密閉キャップ全体を空になったカプセルと共に容器から除
去することが自動的に順番に行われる。しかしこの解決手段の欠点は、これの構造および
構成が複雑なことであり、左向きと右向きのネジが必要であり、密閉キャップの組み付け
にも問題がないわけではない。
【０００３】
　特許文献２は、さらなる解決手段を開示する。すなわち、上方に向かって湾曲しており
、押し下げることのできるキャップ蓋を備える充填可能な密閉キャップを開示する。押し
下げることにより、別個の容器の内部にあってディスクの上に配置されたプランジャが、
下方に押圧される。これにより、縁部によって下方の容器縁部の溝に初めにクリップ留め
されていたディスクが、この固定部から下方に押し出される。しかしながらこの密閉キャ
ップには簡単には充填できず、これを酸素不浸透性に構成することもできない。なぜなら
この密閉キャップは、下方にはスナップ接続によってだけ閉鎖されているからである。ば
ら荷に対しては完全に空にすることができない。ばら荷の一部がディスク上に残ってしま
う。
【０００４】
　そして特許文献３は、下方がホイルにより閉鎖された容器を備える充填可能な密閉キャ
ップを開示する。このホイルは、一貫してキャップの回転によって切り開かれる。このこ
とはこの回転が、ホイルをその外側縁部に沿って切り開くナイフを作動することにより行
われる。この切開のための機構は構成が複雑であり、複数の部材から成り、したがって密
閉キャップの組み付けが相応して面倒である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許国際公開２００９／１００５４４号公報
【特許文献２】米国特許第６００３７２８号
【特許文献３】米国２００７／０１７０１４２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　公知の解決手段は全て、容器水の飲用の直前に添加調量すべき別個の液体を格納する封
入カプセルが、酸素不浸透性ではないという欠点を有する。したがって、意味のあるやり
方で添加調量することのできる多くの物質に対しては、適切な密閉キャップ－解決手段が
存在しない。これは特に、飲用の直前に水に添加調量すべきビタミン調合剤の場合である
。なぜならそうでないとビタミン調合剤は、水にすでに混合されていると日持ちが良くな
いからである。ビタミン調合剤は、非常に敏感に光と空気酸素に反応する。ビタミンの分
子構造は、光の影響と酸素の存在の下で変化し、その結果、ビタミンの効果が低下する。
さらにカプセルは、種々の閉鎖解決手段において別個の構成部材として充填できなければ
ならず、その後、密閉キャップに装着できなければならない。したがって調合剤は別個の
カプセルに保存しなければならず、水の飲用の直前に初めて添加調量する必要があるから
、このようなカプセルは複雑な技術によって酸素不浸透性にしなければならない。これま
でこのことは、薄いアルミニウムホイルをラミネート状に、通常はただ１つのプラスチッ
クまたは厚紙から成るホイルに取り付けることによって達成されている。しかしこの解決
手段は、射出成形法で製造されるプラスチックカプセルには使用することができない。カ
プセルが完全に酸素不浸透性のラミネートから作製されているとすれば、容器密閉キャッ
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プのネジを緩める際にカプセルが自動的に開放されるようにすることは、少なくともこの
開放機構が簡単で安価に製造可能でなければならない場合、ほとんど解決不能な課題であ
ろう。
【０００７】
　したがって本発明の課題は、直接的に充填可能なカプセル空間を備える充填可能な密閉
キャップを創出することであり、ここで充填可能なカプセル空間は酸素不浸透性を提供す
るべきであり、光を通すべきではなく、このカプセルはただ１つのアクションにより信頼
性をもって、大きな力を掛けずに確実に開放可能であるべきであり、これによりその内容
物がこの密閉キャップの設けられた容器に完全に落下するようにする。さらにこの密閉キ
ャップは、最小数の構成部材から作製されるべきであり、これによりこの密閉キャップは
組み付け作業を必要とせず、したがって安価に製造できる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、密閉キャップに成形されており、別個に充填可能であり、シールホイルに
よって封鎖可能なカプセルを空にすることを開始するための押しボタンを備える充填可能
な密閉キャップであって、前記カプセルには、いずれの場合でも内側または外側に、真空
に近い雰囲気の下でプラズマ法により蒸着された鏡面光沢仕上げのコーティングが施与さ
れており、当該コーティングは６０ｎｍから８０ｎｍの層厚の金属製または石英ガラス（
二酸化シリコン）製であり、前記カプセルは充填後に、酸素不透過性のラミネータホイル
によって密に封鎖することができ、前記カプセルは、上方からの圧力印加によりその側壁
を変形することによって、前記シールホイルを切開または破断するためにその容積を減少
することができる、ことを特徴とする密閉キャップによって解決される。
【０００９】
　図面には、押しボタンを備えるこの充填可能な密閉キャップの一実施例が、複数の視野
で図示されている。これらの図面に基づきこの密閉キャップとその機能を詳細に説明する
。ここではカプセルの特殊なコーティングとシーリングについても記述され、図示される
が、これはカプセルの酸素不浸透性のためのものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、密閉キャップとその中に成形されたカプセルの全てを、前記密閉キャッ
プがボトルの上に装着された状態で、ボトルの対称軸に沿って示す斜視断面図である。
【図２】図２は、密閉キャップとその中に成形された非対称のカプセルのみを示す斜視平
面図である。
【図３】図３は、密閉キャップと、シールホイルにより封鎖されたカプセルとを示す直径
方向の斜視断面図である。
【図４】図４は、封入カプセル上にシールホイルを備えない状態で密閉キャップを下方か
ら見た斜視図である。
【図５】図５は、いたずら防止装置を備える密閉キャップを示す図である。
【図６】図６は、択一的な密閉キャップとその中に成形された非対称のカプセルとを示す
斜視平面図である。
【図７】図７は、図７の密閉キャップとその中に成形された非対称のカプセルとを示す直
径方向の斜視断面図である。
【図８】図８は、さらなる密閉キャップとその中に成形されたカプセルとを、カプセルの
プッシュ面を押し下げた後の状態で示す斜視平面図である。
【図９】図９は、図８の密閉キャップを、カプセルのプッシュ面を押し下げた後の状態で
示す直径方向の縦断面図である。
【図１０】図１０は、容器密閉キャップと閉鎖されたカプセルとを下方から見た図であり
、シールホイルにあるＵ字形の弱体化ラインが示されている。
【図１１】図１１は、容器密閉キャップを下方から見た図であり、シールホイルにあるＷ
字形の弱体化ラインが示されている。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１には密閉キャップ１が示されており、この密閉キャップは、その中に成形されたカ
プセル２を、ただ１つの直接的操作によって空にすることを可能にする。密閉キャップ１
は、ここではボトル４のネジ頸部３の上にネジ留め可能な１つのキャップを形成する。こ
の密閉キャップは、密閉キャップの内部領域内に、下方から開放されるカプセル２を形成
し、このカプセルは、この密閉キャップの内部領域全体をドームのように満たす。このカ
プセル２には内側もしくは外側、またはそれどころか両方の側に、プラズマ法により真空
に近い雰囲気の下で蒸着された鏡面光沢仕上げの透明なコーティングが施与されており、
このコーティングは石英ガラスないし二酸化ケイ素から成る。この蒸着は、１０℃から３
０℃の温度範囲で行うことができる。この蒸着の層厚は６０ｎｍから８０ｎｍであり、少
なくとも酸素不浸透性を提供する。透明ではない金属蒸着層の場合、非透光性も達成され
る。カプセル２が格納すべき物質に応じて、通常は射出成形プラスチックから作製される
カプセル２の上側を、このような蒸着層により非透光性にもしくは酸素不浸透性に、また
はそれどころか両方にすることができる。カプセル２の内側も、これとは択一的にカプセ
ル２の外側も被覆することができ、またはそれどころか両方の側にコーティングを施与す
ることができる。ここでコーティングの表面は非常に滑らかに、理想的には鏡面光沢研磨
され、この表面は典型的には約８０ｎｍの粗度を有する。このように蒸着されたコーティ
ングにより、通常、バリアプラスチックとして使用される、例えばいわゆるＥＶＯＨ層に
よる場合よりも改善されたバリア特性が達成される。ＥＶＯＨは、ＰＶＤＣとは異なり、
塩素、ダイオキシン、金属、または内分泌学的障害の原因となり得るその他の構成成分を
含んでいない。それでもなお、蒸着された二酸化シリコンまたは金属層は、酸素に対して
大きく改善されたバリア性を示すことが証明されており、金属層の場合は光に対してもバ
リア性が証明されている。
【００１２】
　カプセル２には、これがシェルを形成する密閉キャップ１の倒立状態で所望の物質が充
填され、その後、シールホイル６によって封鎖される。このシールホイル６は、ラミネー
トとして構成されている。ここでラミネートは、例えば少なくとも１つのプラスチックホ
イルと１つのアルミニウムホイルとから成る。または択一的に、片側が金属または石英ガ
ラスの層により蒸着された１つのプラスチックホイルから成る。したがってシールホイル
６は、酸素不浸透性または非透光性である。択一的に、プラスチック製の通常のシールホ
イルをオープン溶接することもでき、このシールホイルは、金属または石英ガラスの蒸着
によってその後初めて酸素不浸透性またはそれどころか非透光性にされる。次にこのシー
ルホイル６が、倒立されたカプセル２の縁部にオープン溶接される。その後、カプセル２
はその内容物と共に酸素不浸透性に封鎖される。または金属蒸着が使用される場合には、
カプセルは非透光性にさえ封鎖される。これによりカプセルは、非常に不安定な材料また
は物質に対して、例えば全ての種類のビタミンに対して理想的な保存容器となる。
【００１３】
　カプセル２の平坦な上側はプッシュ面７を形成する。ここでこのプッシュ面７の下側に
は、図３に示すように、ブレード刃８が成形されており、このブレード刃８の両側には、
切り開かれたホイル６を前記プッシュ面７の下側で押し下げるためのスタンプ９が成形さ
れている。これは他の図面に、さらに明確に図示されている。すなわち、ホイル６の開放
はそう簡単には実行されない。なぜなら酸素不浸透性のホイル６はかなり強靱だからであ
る。ホイルを一箇所で穿孔するだけでも十分ではない。なぜならこれによっては、内容物
がカプセルから下方に完全に滑り落ちることが保証されないからである。特に、内容物が
ばら荷である場合、例えば微細な粉末である場合には保証されない。したがってここに紹
介される密閉キャップは、内容物が完全に空にされることを保証するために、付加的にま
ったく固有の特別の特徴を有する。この特徴について以下に記載し説明する。
【００１４】
　図２は、密閉キャップとその中に成形されたカプセル２だけを斜視平面図に示す。ここ
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にはカプセル２の特別の形状が示されている。カプセルは非対称の形状を有し、したがっ
てプッシュ面７は前方において、すなわち図面の左の領域において円形に構成されている
。しかし後方においては、すなわち図面の右では１つの台形へと合流している。したがっ
て全体として平坦なプッシュ面は、滴の後方端部が切断された１つの滴の形状を形成する
。プッシュ面７の後方の終端エッジ１０は１つのヒンジ軸を形成し、このヒンジ軸を中心
にしてプッシュ面７を、カプセル壁１１の前方領域を変形しながら押し下げることができ
る。終端エッジ１０が静止して留まるようにするため、終端エッジに対して直角に、１つ
のウェブ１２が後方の平坦かつ剛性のカプセル壁１３において成形されており、このウェ
ブは、密閉キャップのネジキャップの内壁１４へのブリッジを形成する。１本の指により
圧力がプッシュ面７に及ぼされると、プッシュ面が前記終端エッジ１０を中心に旋回する
。すなわち、剛性のカプセル壁１３の上方縁部を中心に、カプセル２の前方および側方領
域にある柔らかいカプセル壁１１を変形しながら下方へ旋回する。したがってここでは、
カプセルの残りの部分に対して高められた位置に短い旋回軸が得られる。プッシュ面７の
波形溝１５と文字「ＰＲＥＳＳ」により、密閉キャップを操作し、カプセル２を空にする
ためには、ここでプッシュ面７を押さなければならないことがユーザに指示される。
【００１５】
　図３は、密閉キャップと、シールホイル７により封鎖されたカプセル２とを直径方向の
斜視断面図に示す図である。図の右側には、カプセル２の平坦で剛性の裏壁１３が配置さ
れており、この裏壁は、ヒンジとして作用する終端エッジ１０に対する支持部として用い
られる。支持壁として作用するこの裏壁１３は、これに対して直角に成形された１つのウ
ェブ１２により、ネジキャップの内壁１４に接続されており、したがって剛性であり、変
形不能である。これに対してカプセル壁１１の残りの領域は、柔らかく変形可能である。
プッシュ面７を、その後方の静止した終端エッジ１０を中心に下方に旋回する際に、シー
ルホイル６が確実に開放されるようにするため、プッシュ面の下側には１つのブレード刃
８が成形されている。このブレード刃はここでは三角形に構成されており、プッシュ面７
の全長にわたって延在している。前方がこの三角形の最も高い箇所であり、三角形はそこ
の先端１６へと延びている。この先端からこの三角形の下辺が、静止した終端エッジ１０
の方向に向かって延在している。そして三角形のこの下辺ないしブレード刃８が、鋭利な
切断エッジ１７を形成する。したがってプッシュ面７が押し下げられると、ヒンジとして
作用する終端エッジ１０を中心にプッシュ面が下方に旋回し、先端１６が先ずシールホイ
ル６を突き刺し、その後、プッシュ面７のさらなる下方旋回の下で、切断エッジ１７がシ
ールホイル６を２つに切り開く。しかしシールホイル６内に今や存在するこの隙間によっ
ては、カプセル内容物が下方に確実に完全に落下することがまだ保証されない。これを保
証するため、ブレード刃８の両側には複数のスタンプ９が、プッシュ面７の下方に成形さ
れており、したがってこれらのスタンプは、ブレード刃８の両側で下方に向かって伸張し
ており、ブレード刃８の先端１６よりやや少なく下方に達している。シールホイル６が一
度突き刺され、その後、このシールホイルがブレード刃の切断エッジ１７により穿孔部か
ら切り開かれると、スタンプ９がシールホイル６の両側に発生した２つの半部分を下方に
押し下げる。これによりその後、このシールホイル全体が傾斜を有し、この傾斜がその上
にあるカプセル内容物の滑落を保証する。
【００１６】
　図４は、シールホイルを備えない密閉キャップを下方から見た斜視図である。ここでは
、カプセル２の変形可能な側壁１１と平坦なプッシュ面７が下から示されている。それら
の中心に沿って、切断エッジ１７を備えるブレード刃８が延在している。ブレード刃８の
両側にはスタンプ９があり、ブレード刃８の前方端部には補強壁５が成形されている。こ
の補強壁は、湾曲したライン２６に沿ってプッシュ面７に接続されており、ブレード刃８
の先端に向かって延びており、ブレード刃８の前方の三角の辺と接続されている。この補
強壁５は、プッシュ面７を押し下げた際にブレード刃８が側方に折れ曲がらないことを保
証する。
【００１７】
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　このような密閉キャップには、いたずら防止装置を設けることもできる。図５は、いた
ずら防止を実現するための解決手段を示す。すなわち密閉キャップ１が図１から４に示す
ように製造される場合、何人も、開放されてアクセスできるプッシュ面７を押し下げ、カ
プセル２の内容物をボトル内容物へと空にすることができる。したがってプッシュ面７へ
のこのプッシュ操作は悪用することができよう。単なるいたずらで、何人も、棚にある一
連のボトルのプッシュ面７を簡単に押し下げることができよう。それに対する抑制の敷居
は比較的低い。これを回避するために、ここに図示した閉鎖キャップ１は、その縁部にヒ
ンジ状に成形された蓋１８を有する。この蓋１８の外側縁部、すなわちヒンジ１９に対向
する側には、ラッチ２０がスナップ要素として成形されている。蓋１８が反対に旋回され
、密閉キャップ１に押し込まれるよう旋回されると、ラッチ２０が窓２２に成形されたス
トライプ２１にスナップ留めされる。その後、先ずストライプ２１が密閉キャップ１から
引き剥がされる場合だけ、蓋１８を開くように旋回することができ、押しボタンおよびそ
のプッシュ面７へのアクセスが解放される。そのためにストライプ２１は、閉鎖キャップ
１の上側の外側縁部にある薄い箇所２３の上に成形されている。プルタブ２４においてス
トライプ２１を掴み、密閉キャップ１の周囲に沿って引き剥がすことができ、その際に前
記薄い箇所２３が破壊される。このストライプ２１が軽率に破棄されるのを回避するため
に、前記薄い箇所２３は、これがストライプ２１の全長にわたって延在しないように構成
することができる。これによりストライプは部分的に引き裂かれた後も確実に密閉キャッ
プ１に保持されて留まり、しかしラッチ２０は解放され、したがって蓋１８を開くように
旋回することができる。総じて、前記密閉キャップ解決手段全体は、ただ２つの部材から
成る。すなわち、場合によりワンピースに成形されたいたずら防止用の蓋１８および内部
に成形された充填可能なカプセル２を備える蓋キャップ１と、充填されたカプセル２を封
鎖するための別体のシールホイルである。
【００１８】
　シールホイルが確実に開放可能であるようにするため、鋭利な先端１６と切断エッジ１
７を備えるブレード刃８の代わりに、簡単な鋭利でないスタンプをプッシュ面７の下方に
成形することができる。それにもかかわらずカプセル２が完全に空になることを保証する
ため、シートホイル６を、酸素不浸透性に構成されているにもかかわらず所期のように弱
体化することができる。
【００１９】
　図６には、非対称のカプセル２を備えるこのような密閉キャップの択一的実施例が示さ
れている。ここでカプセル２は、その全長にわたって延在する切欠部２９を有し、この切
欠部は中央でブリッジ２８により補強されている。この切欠部は下側に１つのスタンプを
形成し、このスタンプは、その下に延在する弱体化されたシールホイルを、このスタンプ
による圧力印加だけに基づき引き離すために用いられる。
【００２０】
　図７には、図６の変形例が断面図に示されている。この図は、切欠部２９の内部を見た
図であり、この切欠部内には材料ブリッジ２８が示されている。この材料ブリッジは、切
欠部２９の２つの側壁を接続し、これを安定させ、全体としてスタンプ２７を形成する。
カプセルの前方には、カプセルの変形可能な壁１１が示されている。
【００２１】
　図８には、非対称のカプセル２を備える密閉キャップのさらなる変形例が示されており
、これはさらに別のカプセル形態を有する。図示の図ではカプセル２が、そのプッシュ面
７への圧力により押し下げられている。変形可能な壁１１は、相応に湾曲している。図９
は、プッシュ面７の下側でのこの押し下げによって何が生じるかを示している。すなわち
プッシュ面７の下側には楔３０が成形されている。これが切断エッジを形成する。この楔
３０をその下に延在するシールホイルに押し下げると、先ずシールホイルが楔３０の先端
１６により突き刺され、その後、切断エッジにより切り開かれる。次に、楔の形状によっ
て２つのシールホイル半部分がさらなる押し下げの際に互いに拡開され、これによりカプ
セル内容物は、開放されたシールホイルを通って確実に下方に落下する。
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【００２２】
　図１０と１１は、別個に充填可能な封入カプセル２の上にシールホイル７を備える密閉
キャップを下方から見た図である。２つの例では、シールホイル６にある弱体化ライン２
５が示されている。図１０による第１の場合では、この弱体化ラインがＵ字形のエンボス
ラインにより実現されており、図１１による第２の場合では、Ｗ字形のエンボスラインに
より実現されている。重要なことは、弱体化ライン２５が連続ラインを形成し、好ましく
は、そこから下方に垂れ下がるホイルのフラップを取り囲むラインを形成し、弱体化ライ
ンがホイルとはいずれの箇所でも交差しないことである。これによりホイル６の確実な開
放が達成され、カプセル２の内容物は開放されたシールホイル６を通って下方へ完璧に落
下できる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月24日(2015.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カプセル（２）を空にすることを開始するための押しボタンを備える充填可能な密閉キ
ャップであって、前記カプセルは、前記密閉キャップに成形されており、別個に充填可能
であり、シールホイル（６）により封鎖可能であり、変形可能な側壁を有し、
　前記カプセル（２）の中身は、前記密閉キャップにより封鎖される液体容器へと注入さ
れ、
　前記カプセル（２）は、内側または外側または両側に、真空に近い雰囲気の下でプラズ
マ法により蒸着された鏡面光沢仕上げのコーティングが施与されており、当該コーティン
グは、層厚が６０ｎｍから８０ｎｍの金属製または石英ガラス（二酸化シリコン）製であ
り、
　前記カプセル（２）は、充填後に酸素不透過性のシールホイル（６）によって密に封鎖
することができ、
　前記カプセル（２）は、上方からの圧力印加によりその側壁（１１）を変形することに
よって、前記シールホイル（６）を切開または破断するためにその容積を減少することが
できる、ことを特徴とする押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項２】
　前記酸素不浸透性の封鎖可能なカプセル（２）は、下方への圧力印加と、それに伴うそ
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の側壁の変形により、容積を低減することができ、前記シールホイル（６）には、少なく
とも１つの連続する弱体化ライン（２５）が設けられており、これにより当該カプセル（
２）内の内圧の上昇によって、前記カプセルを封鎖する前記シールホイル（６）を、前記
弱体化ライン（２５）に沿って破断することができる、ことを特徴とする請求項１に記載
の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項３】
　前記酸素不浸透性の封鎖可能なカプセル（２）は、プッシュ面（７）を備える押しボタ
ンと、変形可能な前壁および側壁（１１）と、旋回ヒンジとしてのエッジ（１０）とを有
し、
　前記エッジは、当該密閉キャップの片側で前記変形可能な前壁および側壁（１１）の下
方縁部の上方に配置されており、
　これにより当該密閉キャップの一方の側にはヒンジ軸（１０）が形成され、当該密閉キ
ャップの直径方向に対向する側では前記前壁が、当該密閉キャップにおける比較的に深い
ポイントを中心に折れ曲がり可能かつ変形可能である、ことを特徴とする請求項１または
２に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項４】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）は、プッシュ面（７）を備える非対称の押しボタン
と、変形可能な前壁および側壁（１１）と安定した剛性の裏壁（１３）を有し、
　前記裏壁の上方縁部は固定縁部（１０）を形成し、その上で前記プッシュ面（７）は前
記前壁および側壁（１１）の変形を通して下方に旋回可能であり、前記プッシュ面（７）
の下側に三角形のブレード刃（８）が成形されており、当該ブレード刃は先端（１６)に
向かって延びており、三角形のエッジにより、前記カプセル（２）の下側にある前記シー
ルホイル（６）を穿孔し、切開するための切断エッジ（１７）を形成する、ことを特徴と
する請求項１から３のいずれか一項に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ
。
【請求項５】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）は、プッシュ面（７）を備える非対称の押しボタン
と、変形可能な前壁および側壁（１１）と安定した剛性の裏壁（１３）を有し、
　前記裏壁の上方縁部は固定縁部（１０）を形成し、その上で前記プッシュ面（７）は前
記前壁および側壁（１１）の変形を通して下方に旋回可能であり、前記プッシュ面（７）
の下側に三角形のブレード刃（８）が成形されており、当該ブレード刃は先端（１６)に
向かって延びており、三角形のエッジにより、前記カプセル（２）の下側にある前記シー
ルホイル（６）を穿孔し、切開するための切断エッジ（１７）を形成する、ことを特徴と
する請求項１から３のいずれか一項に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ
。
【請求項６】
　前記酸素不浸透性のカプセル（２）の押しボタンは、非対称な形状とプッシュ面（７）
を有し、前記カプセルは、変形可能な前壁および側壁（１１）と安定した裏壁（１３）と
を備え、
　前記裏壁は、上方に固定縁部（１０）を形成し、その上で前記プッシュ面（７）は前記
前壁および側壁（１１）の変形を通して下方に旋回可能であり、前記プッシュ面は凹部（
２９）を有し、当該凹部は下方に突き出ることにより前記カプセル（２）の下部にある前
記シールホイル（６）を押し開けるパンチ（２７）を形成することを特徴とする請求項１
から３のいずれか一項に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項７】
　前記カプセル（２）の裏壁（１３）は、ウェブ（１２）を介してネジキャップの内壁（
１４）に接続されており、したがって変形可能ではない、ことを特徴とする請求項４から
６のいずれか一項に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項８】
　前記プッシュ面（７）の下側では、前記三角形のブレード刃（８）の両側にそれぞれ１
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つのスタンプ（９）が成形されており、
　当該スタンプは、切り開かれた前記シールホイル（６）の２つの半部分を押し下げ、こ
れにより前記カプセル（２）が完全に空になることを保証するために、前記ブレード刃（
８）の先端（１６）よりも僅かに少なく下方に向かって伸張している、ことを特徴とする
請求項４に記載の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項９】
　前記密閉キャップは蓋（１８）を有し、当該蓋は、当該密閉キャップの縁部にヒンジ（
１９）を介して成形されており、
　前記ヒンジ（１９）に対向する側にスナップ要素としてラッチ（２０）が成形されてお
り、当該ラッチが、前記蓋（１８）の閉鎖時に当該密閉キャップの縁部にある１つの窓（
２２）に成形されたストライプ（２１）にスナップ留めされることによって、前記蓋（１
８）は最初の開封を保証する、ことを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の
押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
【請求項１０】
　前記シールホイルは、１つまたは複数の連続する交差しない弱体化ライン（２５）を、
エンボスラインの形態で有する、ことを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載
の押しボタンを備える充填可能な密閉キャップ。
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