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(57)【要約】
　本発明は、単一の部品から形成され且つ型成形により
形成されるチューブ端部（２）に関し、該チューブ端部
は、外側面にネジ部(８)を備える第１の円筒状壁（７）
と、該第１の円筒状壁（７）の内側に配置される第２の
円筒状壁であって第１の円筒状壁よりも小さな第２の円
筒状壁（９）とを有し、これらの２つの円筒状壁（７、
９）は同軸上にあり、第２の円筒状壁（９）の内側面は
、一連のセクター部(１０)と中断部(１１)とにより形成
される不連続なネジ部(１０、１１)を有する。本発明は
また、上記チューブ端部の製造のための装置及び方法に
関する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一の部品から形成され且つ型成形により形成される、プラスチック製チューブ端部（
２）であって、
　外側面にネジ部（８）を備える第１の円筒状壁（７）と、
　前記第１の円筒状壁よりも小さく、前記第１の円筒状壁（７）の内側に配置される第２
の円筒状壁（９）とを有し、
　前記第１の円筒状壁（７）と前記第２の円筒状壁（９）との２つの円筒状壁が同軸上に
あり、前記第２の円筒状壁（９）の内側面が、一連のセクター部(１０)と中断部(１１)と
により形成される不連続なネジ部(１０、１１)を有する、チューブ端部。
【請求項２】
　前記第１の円筒状壁（７）の上側縁部は、前記第２の円筒状壁（９）の上側縁部と同一
面内に位置する、請求項１に記載のチューブ端部。
【請求項３】
　前記第２の円筒状壁（９）の上側縁部は、切欠き部（１２）を有する、請求項２に記載
のチューブ端部。
【請求項４】
　前記１の円筒状壁（７）と前記第２の円筒状壁（９）との２つの円筒状壁の基部は、環
状仕切り（１４）により接続される、請求項１から請求項３のいずれか一つの請求項に記
載のチューブ端部。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一つの請求項に記載のチューブ端部（２）と別のチュ
ーブ端部（３）とから構成される組立体であって、
　前記別のチューブ端部（３）は、外側面にネジ部を備える円筒状壁を有し、該円筒状壁
と該ネジ部とが、前記第２の円筒状壁（９）の内側にねじ込まれるように構成される、組
立体。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一つの請求項に記載のチューブ端部（２）を製造する
ための装置であって、
　前記第２の円筒状壁（９）の内側に配置されるように形成されたロッド（１３）を有し
、前記ロッド（１３）は、管状ケーシング（１４）の内側の滑動するように配設され、前
記第２の円筒状壁（９）の雌ネジ部（１０、１１）と反対の浮彫（凹凸）を外側面に有す
る、装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置によりチューブ端部（２）を形成する方法であって、
　請求項１から請求項４のいずれか一つの請求項に記載のチューブ端部（２）を型成形す
る唯一の段階と、前記型から前記チューブ端部（２）の雌ネジ部（１０，１１）を取り外
す少なくとも一つの段階とを有する、方法。
【請求項８】
　前記型から前記雌ネジ部を取り外す段階は、前記第２の円筒状壁（９）の一時的変形と
引き抜きとによりなされる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記型からの取り外しの第１段階であって、前記管状ケーシング（１４）が平行移動さ
れ、続いて前記引き抜きが行われる第１段階を有する、請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は包装分野に属する。より詳細には、使用直前に混合されるべきように形成され
た２つの製品の包装に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　雌ネジ部（内側ネジ部）を備える開口部を有する第１のチューブと、雄ネジ部（外側ネ
ジ部）を備えるネック部（首部）を有する第２のチューブとから形成される組立体であっ
て、ねじ込みにより第２のチューブを第１のチューブに組み立てることができ、これによ
り、第２のチューブの内容物を第１のチューブ内に移送することを可能とする組立体は知
られている。仏国特許出願 FR 2 685 301 には上述したような組立体の例が開示されてい
る。このタイプの組立体は、多くの分野にて使用されており、特に、２つのコンポーネン
トを混合することにより形成される接着材や毛髪染料のために使用されている。
【０００３】
　欧州特許出願 EP 1 221 419 には雌ネジ部を備えるチューブが開示されているが、該チ
ューブの形状は、中央ピンを有する部分をモールドから取り外すために非常に複雑な型（
モールド）の使用を必要とする。この解決策は、製造面において高価なものとなり、また
、技術的にも困難をともなうものである。
【０００４】
　国際特許出願 WO 03/050003 は、チューブであって該チューブの開口部に縦材形状の種
類のリブが備えられるというチューブが記載されており、該開口部には第２のチューブが
力によってねじ込まれ、第２のチューブのネジ部が、該ネジ部の跡をこれらのリブ内に刻
むことが必要とされる。このことは、第２のチューブの材料が第１のチューブの材料より
も顕著に硬質なものでなければならないということを意味する。
【０００５】
　欧州特許出願 EP 1 958 890 にもまた、チューブであって該チューブの開口部にリング
状の歯が備えられ、該歯により、ネジ部を備える第２のチューブのねじ込みあるいはスナ
ップ式取り付けが可能とされるというチューブが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】仏国特許出願 FR 2 685 301
【特許文献２】欧州特許出願 EP 1 221 419
【特許文献３】国際特許出願 WO 03/050003
【特許文献４】欧州特許出願 EP 1 958 890
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　通常、型成形による雌ネジ部の製造は扱いにくい。その形状が原因で、型部分の単純な
平行移動では型から取り外すことができないアンダーカットを有するためである。幾つか
の解決策があるが、特に、以下のような解決策がある：
　・型の部品が、回転と平行移動との組合せにより操作され、ネジ部と同じピッチを有す
るネジ方向に操作され、ねじって外されることにより、ネジ形状部が型から取り外される
。
　・引き抜き可能チャック(withdrawable chuck)と称される装置により、ネジ形状部が型
から取り外される。
【０００８】
　これらの方法は相対的に複雑で、適用には困難をともなう。さらに、これらの方法にお
いては、最小直径以下のネジ部の製造を可能としない。
【０００９】
　前述の従来技術に開示されている対象はまた、他の欠点も有する。一方のチューブの内
容物の他方のチューブ内への移送が、エアポケットの存在に起因して鈍化される、あるい
は、部分的に妨げられる可能性がある。
【００１０】
　さらに、従来技術におけるチューブ端部の製造方法は相対的に複雑であり、また、費用



(4) JP 2011-512300 A 2011.4.21

10

20

30

40

50

がかさむものである。
【００１１】
　さらに、混合の間のチューブの取り扱いが容易ではなく、特に、ねじ込み段階の開始の
間のチューブの取り扱いが容易ではない。
【００１２】
　本発明の第１の目的は、チューブ端部の製造方法を簡素化することにある。
【００１３】
　本発明の第２の目的は、内容物を混合する際における２つのチューブの取り扱いを、よ
り容易にすることにある。
【００１４】
　本発明の第３の目的は、一方のチューブから他方のチューブへの内容物の移送を改良す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　これらの目的は、本発明に係るチューブ端部により達成される。本発明のチューブ端部
は、単一の部品から形成され且つ型成形により形成される。該チューブ端部は、外側面に
ネジ部を備える第１の円筒状壁と、該第１の円筒状壁の内側に配置される第２の円筒状壁
であって第１の円筒状壁よりも小さな第２の円筒状壁とを有し、これらの２つの円筒状壁
は同軸上にあり、第２の円筒状壁の内側面は、一連のセクター（sector）部と中断部とに
より形成される不連続なネジ部を有する。
【００１６】
　中断部の存在は、混合されるべき内容物間に位置する空間におけるエアポケット（air 
pocket）を一掃することを可能とする。
【００１７】
　本発明はまた、前述のようなチューブ端部に別のチューブ端部がねじ込まれて形成され
る組立体に関する。
【００１８】
　さらに本発明は、引き抜きにより達成される雌ネジ部の型からの取り外しの段落を有す
る、チューブ端部の製造方法に関する。
【００１９】
　本発明により提供される１つの利点は、２つの別個の部品から作られるような従来のチ
ューブであって開口部内に留められる一方の部品上に雌ネジ部があり、留め具に通風孔が
設けられるというような従来のチューブにおいは実現しえないような単一の操作にてチュ
ーブ肩部形状をもたらすことができる。
【００２０】
　本発明は、以下の本発明の実施形態の記載およびそれに関連する図面の記載により、よ
り良く理解されうる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係るチューブ端部であって別のチューブ端部と結合された本発明に係る
チューブ端部を示す図である。
【図２】図１に示されたような本発明に係るチューブ端部の断面図である。
【図３】図１に示されたような本発明に係るチューブ端部の斜視図である。
【図４】図１から図３に示されたような本発明に係るチューブ端部のネジ部を型から取り
外す種々の段階を示す図である。
【図５】図１から図３に示されたような本発明に係るチューブ端部のネジ部を型から取り
外す種々の段階を示す図である。
【図６】図１から図３に示されたような本発明に係るチューブ端部のネジ部を型から取り
外す種々の段階を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　図１に示されたチューブ端部２は、第１のチューブ４の一要素として構成され、該第１
のチューブは第２のチューブ３と協働して、全体として包装組立体１を形成する。開放後
、第２のチューブ３が、チューブ端部２の開口部内にねじ込まれることに組み立てられて
、次に、使用直前に２つの製品を混合するように、チューブ３内にて部分的に満たされた
内容物がチューブ４内に移送される。第１のチューブ４はプラスチックから作られ、第２
のチューブ３はプラスチックから作られてもよく、また、例えばアルミニウムのような別
の材料から作られてもよい。
【００２３】
　図２及び図３は、可撓性円筒状本体１６であって、型成形により作られる端部２に接続
された可撓性円筒状本体１６から形成されるプラスチック製チューブ４を示す。肩部６は
、本体１６と、外側面にネジ部８を備える第１の円筒状壁７との間の接続を提供する。雄
ネジ部８は、図示されていないネジ式キャップによりチューブ４を閉じるために使用され
る。より小さな第２の円筒状壁９であって第１の円筒状壁７の内側の第２の円筒状壁９は
、チューブ４の開口部を形成する。円筒状壁９の内側面には、一連のセクター(sector)部
１０と中断部１１とにより形成される不連続なネジ部１０、１１が存在する。この不連続
なネジ部１０、１１により、第１のチューブ４への第２のチューブ３の接続を可能とする
。中断部１１は、チューブ３の製品がチューブ４内に移送される際の空気を一掃するため
の通路を形成する。さらに、円筒状壁９の端部における切欠き部１２は、チューブ３が完
全にねじ込まれる際に、すなわち、チューブ３が、第２の円筒状壁９の上側縁部に当接す
る際に空気を逃がすことを可能とする。
【００２４】
　第２の円筒状壁９は、その基部において環状仕切り１４により円筒状壁７に接続され、
３つの面が、以下に説明されるような本発明に係る製造方法における重要な役割を果たす
空洞部１５を画定する。
【００２５】
　製造方法
　本発明に係るチューブ端部２は、その工業的生産が経済的であり、特別な装置を使用す
ることなく通常の製造手段にて実現可能であるように形成される。
【００２６】
　チューブ４の端部２は、１つの工程で型成形により得られる。該端部の形状は、雌ネジ
部が、引き抜きにより型から取り外されるように形成される。型の部品は、従来技術にて
述べたような回転／平行移動の組合せ機構よりも簡単に適用しうるような型用作動機構に
おける通常の動きとなる平行移動のみにより移動される。
【００２７】
　図４、図５及び図６は、型から雌ネジ部を取り外す段階を示す。この機能に直接的に必
要とされるような部品のみが示され、型の他の部分は隠されている。
【００２８】
　図４は、型から取り外される前の部品の相対的位置を示しており、より詳細には、中断
されたネジ部１０と反対の凹凸を有する面を周囲に備えるロッド１３と、空洞部１５の面
により画定される管状ケーシング１４とを示す。
【００２９】
　図５は、型からの取り外しの第１段階を示し、管状ケーシング１４が、空洞部１５の面
を解放するように、管状ケーシンク１４が平行移動される。
【００３０】
　図６は、型からの雌ネジ部の取り外し段階が示され、引き抜くことにより型から雌ネジ
部１０を取り外すように、ロッド１３が平行移動される。この操作は、円筒状壁９の外側
が中空の空洞部１５内にあり、同心状に一時的に変形しうるという事実により容易になさ
れる。雌ネジ部１０、１１が複数のセクター部１０から作られるという事実によれば、円
筒状壁９の変形を容易にする。円筒状壁９の一時的な同心状の変形によれば、一方では、



(6) JP 2011-512300 A 2011.4.21

セクター部１０上の牽引力を制限し、他方では、ネジ部輪郭の変形を最小限にすることを
可能とする。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】
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【国際調査報告】



(9) JP 2011-512300 A 2011.4.21

10

20

30

40



(10) JP 2011-512300 A 2011.4.21

10

20

30

40



(11) JP 2011-512300 A 2011.4.21

10

20

30

40



(12) JP 2011-512300 A 2011.4.21

10

20

30

40



(13) JP 2011-512300 A 2011.4.21

10

20

30

40



(14) JP 2011-512300 A 2011.4.21

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,
BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K
E,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL
,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100147555
            弁理士　伊藤　公一
(72)発明者  アノ，ドミニク
            スイス国，セアッシュ－１８９６　ブーブリー，リュ　ドゥ　ラ　プレース　３１
Ｆターム(参考) 3E065 AA02  BA02  BA11  DA04  DB03  DE02  FA01  GA03  GA10  HA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

