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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物が収容されるとともに該内容物の減少に伴いしぼみ変形する可撓性に富む内容器
、及び、前記内容器が内装され弾性変形可能な外容器を有する容器本体と、
　前記容器本体の口部に装着され、内容物を吐出する吐出口が形成された吐出キャップと
、を備え、
　前記外容器には、前記内容器との間に外気が吸入される吸気孔が形成され、
　前記吐出キャップは、
　外部と前記吸気孔とを連通する外気導入孔と、
　前記吸気孔と前記外気導入孔との連通及び遮断を切り替える空気弁と、
　前記吐出口と前記内容器の内部とを連通する連通孔と、
　前記吐出口と前記連通孔との連通及び遮断を切り替える弁部材と、
　前記吐出口を閉塞する弾性変形可能な吐出膜と、を備え、
　前記吐出膜には、スリットが形成されていて、前記内容器の内圧の上昇に伴い、前記吐
出膜が弾性変形することにより、前記スリットが拡開して、前記吐出口が開放され、
　前記連通孔は、内部が前記内容器の内部に連通するとともに、前記容器本体の口部から
容器軸方向に沿う前記容器本体の外側に向けて突出する有頂筒状体の頂部に形成されてい
ることを特徴とする吐出容器。
【請求項２】
　請求項１に記載の吐出容器であって、
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　前記吐出膜は、容器軸方向に沿う前記容器本体の外側に向けて突出する突曲面状に形成
され、該吐出膜の中央部に、前記スリットが形成されていることを特徴とする吐出容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吐出容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば下記特許文献１に記載されるような、内容物が収容されるとともに該内容
物の減少に伴いしぼみ変形する可撓性に富む内容器、及び、前記内容器が内装され弾性変
形可能な外容器を有する容器本体と、前記容器本体の口部に装着され、内容物を吐出する
吐出口が形成された吐出キャップと、を備えた吐出容器が知られている。この吐出容器で
は、前記外容器の胴部の上下左右の略中央の位置に、前記内容器との間に外気が吸入され
る吸気孔が形成されている。また、前記吐出キャップは、前記吐出口と前記内容器の内部
とを連通する連通孔と、前記吐出口と前記連通孔との連通及び遮断を切り替える弁部材と
、を備えている。
【０００３】
　この吐出容器では、容器本体の内容器に収容された内容物を吐出させる際、容器本体の
外容器をスクイズ変形（弾性変形）させる。これにより、内容器が外容器とともに変形し
て減容される。そして、この減容変形に伴い内容器の内圧が正圧となり、この正圧によっ
て弁部材が開けられ、吐出口と内容器の内部とが連通孔を通して連通される。これにより
、内容器に収容された内容物が吐出口から吐出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２９１３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した従来の吐出容器では、吐出後に吐出口と弁部材との間に残され
た内容物が、例えば次の吐出操作の際等に該吐出口から意図せず漏れ出るおそれがあった
。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、内容物の品質を確保しつつ
、部品点数を増加させることなく吐出口からの液漏れを防止できる吐出容器を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題の解決手段として、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明の吐出容器は、内容物が収容されるとともに該内容物の減少に伴いしぼみ変形す
る可撓性に富む内容器、及び、前記内容器が内装され弾性変形可能な外容器を有する容器
本体と、前記容器本体の口部に装着され、内容物を吐出する吐出口が形成された吐出キャ
ップと、を備え、前記外容器には、前記内容器との間に外気が吸入される吸気孔が形成さ
れ、前記吐出キャップは、外部と前記吸気孔とを連通する外気導入孔と、前記吸気孔と前
記外気導入孔との連通及び遮断を切り替える空気弁と、前記吐出口と前記内容器の内部と
を連通する連通孔と、前記吐出口と前記連通孔との連通及び遮断を切り替える弁部材と、
前記吐出口を閉塞する弾性変形可能な吐出膜と、を備え、前記吐出膜には、スリットが形
成されていて、前記内容器の内圧の上昇に伴い、前記吐出膜が弾性変形することにより、
前記スリットが拡開して、前記吐出口が開放され、前記連通孔は、内部が前記内容器の内
部に連通するとともに、前記容器本体の口部から容器軸方向に沿う前記容器本体の外側に
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向けて突出する有頂筒状体の頂部に形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　この発明に係る吐出容器では、容器本体の内容器に収容された内容物を吐出させる際、
容器本体の外容器をスクイズ変形（弾性変形）させる。これにより、内容器が外容器とと
もに変形して減容される。そして、この減容変形に伴い内容器の内圧が正圧となり、この
正圧によって弁部材が開けられ、吐出口と内容器の内部とが連通孔を通して連通される。
なお、この際に、容器本体を傾けた場合には、内容物の自重も弁部材に作用することにな
る。
　そして、このように弁部材が開けられることにより、内容器の内圧（正圧）、更には容
器本体を傾けている場合には内容物の自重が吐出膜に作用して、吐出膜は弾性変形すると
ともにスリットが拡開し、吐出口が開かれ、内容器に収容された内容物が吐出口から吐出
される。
【０００９】
　その後、内容器の内圧が低下すると、弁部材が閉じられるとともに、吐出口と内容器の
内部との連通孔を通した連通が遮断され、吐出膜は弾性復元力により復元変形して、スリ
ットが閉じるとともに、吐出口が閉じられる。このように弁部材が閉じられることにより
、内容器が密封され、さらに前述したスクイズ変形を解除すると、外容器は復元変形しよ
うとする。このとき、外容器と内容器との間に発生した負圧が吸気孔を通して空気弁に作
用することにより、この空気弁が作動して、吸気孔と外部とが外気導入孔を通して連通さ
れ、外気が外容器と内容器との間に吸入される。
【００１０】
　そして、外気が吸入されることにより、外容器と内容器との間の内圧が大気圧まで上昇
すると、空気弁が復元変形して吸気孔と外気導入孔とを遮断する。このように、外容器と
内容器との間に外気が吸入されることにより、内容器の減容形状が保持される。
　この状態から、再び容器本体の外容器をスクイズ変形させると、空気弁は遮断状態とさ
れていることから外容器と内容器との間の内圧が正圧となり、この正圧によって内容器が
減容変形される。内容器が減容変形されることにより、前述同様の作用が得られ、内容物
が吐出される。
【００１１】
　そして、本発明の吐出容器では、内容物を吐出する際以外においては、弁部材が閉じて
内容器が密封状態とされるので、内容物の品質が確保される。さらに、吐出膜が弾性変形
してスリットが拡開するまで、吐出口が開かれないので、容器の密閉性が高められている
。従って、吐出後に、たとえ吐出口と弁部材との間に内容物が残っていたとしても、該吐
出口から意図せず内容物が漏れ出るようなことが防止される。
【００１２】
　また、吐出膜が復元変形してスリットが閉じることにより、吐出口の液切れ性が高めら
れているとともに、内容物の液垂れも防止されている。
　また、吐出膜の弾性変形及び復元変形によって吐出口を開閉させる簡単な構成であるか
ら、前述の顕著な効果を奏しつつも、部品点数が削減される。
　さらに、連通孔が、内部が内容器の内部に連通するとともに、容器本体の口部から容器
軸方向に沿う前記容器本体の外側に向けて突出する有頂筒状体の頂部に形成されているこ
とで、連通孔と吐出口との間の距離を近づけて、これらの間に生じるスペースを小さくし
易くすることができる。そして、このように、連通孔と吐出口との間のスペースを小さく
した場合には、当該スペースに滞留する内容物の量を抑制できるため、吐出口から意図せ
ず内容物が漏れ出るようなことが一層確実に防止される。
【００１３】
　また、上記吐出容器においては、前記吐出膜が、容器軸方向に沿う前記容器本体の外側
に向けて突出する突曲面状に形成され、該吐出膜の中央部に、前記スリットが形成されて
いてもよい。
　この場合、内容器の内圧によって吐出膜を大きく変形させなくても、スリットが拡開す
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るため、内容物の吐出をスムーズに行えるようにすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、内容物の品質を確保しつつ、部品点数を増加させることなく吐出口か
らの液漏れを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る吐出容器の要部を示す側断面図である。
【図２】図１の吐出容器における吐出膜のスリット形状を説明する図である。
【図３】図１の吐出容器の吐出口から内容物を吐出する状態を説明する図である。
【図４】図１の吐出容器において、内容物の吐出後の状態を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照し、本発明の一実施形態に係る吐出容器について説明する。
【００１７】
　図１に示すように、吐出容器１は、内容物が収容されるとともに該内容物の減少に伴い
しぼみ変形する可撓性に富む内容器２、及び、内容器２が内装され弾性変形可能な外容器
３を備える容器本体４と、容器本体４の口部４ａに装着され、内容物を吐出する吐出口５
が形成された吐出キャップ６と、吐出キャップ６に着脱自在に装着されるオーバーキャッ
プ７と、を備えている。
【００１８】
　容器本体４は有底筒状に形成され、オーバーキャップ７は有頂筒状に形成され、これら
４、７の中心軸は共通軸上に位置している。以下、この共通軸を容器軸Ｏといい、容器軸
Ｏ方向に沿ってオーバーキャップ７側を上側、容器本体４の底部側を下側といい、また容
器軸Ｏに直交する方向を径方向といい、容器軸Ｏ回りに周回する方向を周方向という。
【００１９】
　容器本体４は、内容器２が外容器３の内面に剥離可能に積層されたいわゆるデラミボト
ルとなっている。容器本体４の口部４ａは、上側に位置する上筒部８と、下側に位置し上
筒部８よりも大径に形成された下筒部９と、を備える二段筒状に形成されている。
【００２０】
　上筒部８のうち、外容器３で構成された部分（以下、外上筒部という）８ａの外周面に
は、雄ねじ部８ｂが形成され、さらに外上筒部８ａにおいて、雄ねじ部８ｂより下側に位
置する部分には、内容器２との間に外気を吸入するための吸気孔８ｃが形成されている。
外上筒部８ａの外周面において吸気孔８ｃに対応する部分及びその上側に位置する部分に
は、容器軸Ｏ方向に延びる溝８ｄが形成されており、雄ねじ部８ｂは、溝８ｄにより周方
向に分断されている。
【００２１】
　外上筒部８ａの内周面には、上筒部８のうち、内容器２で構成された部分（以下、内上
筒部という）８ｅが積層され、内上筒部８ｅの上端部は、径方向の外側に折り返されて外
上筒部８ａの上端開口縁上に配置されている。容器本体４は、例えば、共押出し成形した
二層構造のパリソンをブロー成形することにより成形されている。一例として、外容器３
は、ポリエチレン樹脂製とされるとともに、内容器２は、ポリエチレン樹脂に対して相溶
性のないポリアミド系の合成樹脂製とされている。
【００２２】
　吐出キャップ６は、内筒体１０と、外筒体１１と、弁筒体１２と、吐出筒体１５と、を
備えており、内筒体１０は、天壁部１０ａ及び周壁部１０ｂを備える有頂筒状に形成され
、天壁部１０ａには、周壁部１０ｂよりも小径の係止筒１０ｃが立設されるとともに、更
にこの係止筒１０ｃよりも小径の有頂筒状体１００が立設されている。ここで、周壁部１
０ｂ、係止筒１０ｃ及び有頂筒状体１００は、容器軸Ｏと同軸に配置されている。
【００２３】
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　有頂筒状体１００は、内部が内容器２の内部に連通し、容器本体４の口部４ａから上側
に向けて突出し、係止筒１０ｃよりも容器軸Ｏ方向に長く形成されている。有頂筒状体１
００と係止筒１０ｃとの間には径方向の隙間が形成されている。また、有頂筒状体１００
は、上側に位置する上筒部１０１と、下側に位置し上筒部１０１よりも大径に形成された
下筒部１０２と、を備える二段筒状に形成されている。
【００２４】
　内筒体１０の周壁部１０ｂは、容器本体４の口部４ａ内に嵌合され、周壁部１０ｂにお
ける上端部には、径方向外側に向けて突設されるとともに周方向に沿って延びる環状の鍔
部１０ｄが形成されている。鍔部１０ｄは、口部４ａの上端開口縁上に配置されている。
ここで、鍔部１０ｄの外縁部には、嵌合筒部１０ｅが上方に向けて突設され、嵌合筒部１
０ｅの下端部には、径方向に貫通し、かつ、下方に向けて開口する外気流通孔１０ｆが周
方向に間隔をあけて複数形成されている。
【００２５】
　有頂筒状体１００の頂部１００ａの径方向中央に、容器軸Ｏ方向に貫通する連通孔１０
ｇが形成されており、この連通孔１０ｇは、吐出筒体１５の吐出口５と内容器２の内部と
を連通している。頂部１００ａにおける連通孔１０ｇの周縁部は、後述する弁体１２ｄの
弁座１０ｈとなっている。ここで、有頂筒状体１００の下端部は、容器本体４の口部４ａ
の上端縁よりも上方或いは該上端縁と略面一の位置に位置しており、その頂部１００ａは
口部４ａに対して上方に一定距離だけ離間している。
【００２６】
　外筒体１１は、天壁部１１ａ及び周壁部１１ｂを備え、有頂筒状に形成され、容器軸Ｏ
と同軸に配置されている。天壁部１１ａには、容器軸Ｏを中心とする開口が形成されてい
る。そして、外筒体１１は、天壁部１１ａの開口周縁部に立設された連結筒１７と、連結
筒１７の上端開口部から径方向内側に向けて突出するとともに周方向に沿って延びる環状
のフランジ１８と、連結筒１７よりも小径の筒状をなし、その外周面の容器軸Ｏ方向に沿
う中央部がフランジ１８の径方向内側の開口周縁部に連結された吐出筒押さえ部材１９と
、を備えている。
【００２７】
　天壁部１１ａの下面には、嵌合筒部１０ｅの上端部が当接している。また、天壁部１１
ａの下面において嵌合筒部１０ｅとの当接部分より径方向内側に位置する部分には、下側
に向けて突出するとともに周方向に沿って延びる環状の空気弁座１１ｅが形成されている
。ここで、天壁部１１ａの上面よりも上方に、有頂筒状体１００の頂部１００ａが位置し
ている。
【００２８】
　また、周壁部１１ｂの上端部の内周面には、嵌合筒部１０ｅの外周面が当接している。
また、周壁部１１ｂの内周面には、嵌合筒部１０ｅの下端部に当接する環状突起１１ｉが
形成されており、環状突起１１ｉは、径方向内側に向けて突出するとともに周方向に沿っ
て延びている。
【００２９】
　周壁部１１ｂの内周面において、環状突起１１ｉの下側に位置する部分には、容器本体
４の口部４ａの雄ねじ部８ｂに螺合する雌ねじ部１１ｈが形成されている。また、周壁部
１１ｂの下端部内に、口部４ａの下筒部９が気密状態で嵌合されている。これにより、吸
気孔８ｃが、外筒体１１の周壁部１１ｂの下側からこの吐出容器１の外部と連通すること
が防止されている。
【００３０】
　連結筒１７の下端部における周方向の一部は、径方向に貫通して形成されており、この
貫通部分が、外部と吸気孔８ｃとを連通する外気導入孔１１ｄとされている。この外気導
入孔１１ｄの下側部分は、天壁部１１ａにおいて径方向の内側を向く周縁部の周方向の一
部を切り欠くように形成されている。
【００３１】
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　また、天壁部１１ａの上面における外気導入孔１１ｄの開口周縁部には、障壁１１ｆが
立設されている。障壁１１ｆは、連結筒１７に開口された外気導入孔１１ｄの開口周縁部
における下端部を径方向の外側から覆うように形成されている。また、障壁１１ｆは、上
側に向かうに従い漸次薄肉となるように形成されている。
【００３２】
　また、吐出筒押さえ部材１９の上端部には、径方向外側に向けて突出するとともに周方
向に沿って延びる環状の係合突起１９ａが形成されている。また、吐出筒押さえ部材１９
においてフランジ１８と連結した中央部から下側に延びる下部の内周面には、径方向外側
に向けて凹むとともに周方向に沿って延びる環状の係合凹部１９ｂが形成されている。
【００３３】
　弁筒体１２は、有頂筒状体１００に外嵌される連通筒１２ａと、連通筒１２ａの上端部
内に配設され、吐出口５と連通孔１０ｇとの連通及び遮断を切り替える弁部材１２ｂと、
を備えている。連通筒１２ａは、有頂筒状体１００の外形形状に沿った、二段筒状に形成
されている。連通筒１２ａの下端開口縁は、内筒体１０の天壁部１０ａの上面に当接して
いる。
【００３４】
　弁部材１２ｂは、内筒体１０の連通孔１０ｇを上側から開閉自在に閉塞する弁体１２ｄ
と、弁体１２ｄと連通筒１２ａとを連結するとともに、内容器２の内圧変動や内容物の自
重等により弾性変形して弁体１２ｄを作動させ連通孔１０ｇを開閉させる弾性連結片１２
ｅと、を備えている。
【００３５】
　弁体１２ｄは、円板状をなしており、弁体１２ｄの外縁部は、内筒体１０の有頂筒状体
１００の頂部１００ａの弁座１０ｈに上側から当接している。また、弾性連結片１２ｅは
、弁部材１２ｂを上側から見た上面視で円弧状をなしており、弁体１２ｄの外縁部と連通
筒１２ａの内周面の上端部とを連結している。弾性連結片１２ｅは、連通筒１２ａと弁体
１２ｄとの間に周方向に間隔をあけて複数形成されている。弾性連結片１２ｅが弾性変形
することにより、弁体１２ｄは頂部１００ａに対して上側へ向けて変位可能とされている
とともに、連通孔１０ｇが開放されるようになっている。このように弁体１２ｄが弁座１
０ｈから離間したときに、周方向に隣り合う弾性連結片１２ｅ同士の間の隙間を内容物が
流通可能となる。
【００３６】
　次に、吐出筒体１５は、天壁部１５ａと、天壁部１５ａの外周縁部から下方に延びて、
弁筒体１２の連通筒１２ａの径方向外側に配置される周壁部１５ｂと、を備えている。天
壁部１５ａは容器本体４の口部４ａに対して上方に位置し、天壁部１５ａの径方向の中央
の領域に上記吐出口５が形成されており、天壁部１５ａには、吐出口５を閉塞する弾性変
形可能な吐出膜２０が設けられている。図示の例では、吐出口５の内周面に、吐出膜２０
が径方向の内側に向けて突設されている。
【００３７】
　周壁部１５ｂは、弁筒体１２の連通筒１２ａの外形形状に沿って、上側に位置する上筒
部１５１と、下側に位置し上筒部１５１よりも大径に形成された下筒部１５２と、を備え
る二段筒状に形成されている。下筒部１５２の下端部は、内筒体１０の天壁部１０ａの上
面に当接している。ここで、周壁部１５ｂ内には、有頂筒状体１００が差し込まれるよう
にして位置している。さらに、有底筒状体１００の筒部、弁筒体１２の連通筒１２ａ及び
吐出筒体１５の周壁部１５ｂは径方向で重なっている。
【００３８】
　上筒部１５１と下筒部１５２との間には、環状の段部１５３が形成され、段部１５３の
下面は弁筒体１２に形成される段部に当接している。さらに、段部１５３の上面は、吐出
筒押さえ部材１９に当接し、上側から押さえ込まれている。またさらに、下筒部１５２の
上部外周面には、径方向外側に向けて突出するとともに周方向に沿って延びる環状の係合
突起１５２ａが形成され、この係合突起１５２ａは、吐出筒押さえ部材１９に形成された
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係合凹部１９ｂに係合されている。
【００３９】
　そして、吐出膜２０は、上側に向けて突出する突曲面状に形成されている。図２に示さ
れる吐出膜２０の上面視で、該吐出膜２０の中央部には、スリット２０ａが形成されてい
る。図示の例では、スリット２０ａはＸ字（十字）状をなしている。そして、内容器２の
内圧の上昇に伴い、吐出膜２０が弾性変形することにより、スリット２０ａが拡開して、
吐出口５が開放されるようになっている。
【００４０】
　また、周壁部１５ｂの下筒部１５２の下部外周面には、空気弁１５ｃが設けられ、本実
施形態では、吐出膜２０と空気弁１５ｃとが一体に形成されている。空気弁１５ｃは、下
筒部１５２の容器軸Ｏ方向に沿う中央部から径方向外側に向けて突出するとともに周方向
に沿って延びる環状をなしており、弾性変形可能となっている。図１に示される吐出容器
１の縦断面において、空気弁１５ｃは、径方向外側に向かうに従い漸次上側に向かって延
在している。また、空気弁１５ｃの外縁部には、上側へ向けて突出するとともに周方向に
沿って延びる環状突起１５ｆが形成されている。環状突起１５ｆは、空気弁座１１ｅに該
空気弁座１１ｅの下側から当接しているとともに、空気弁１５ｃの弾性変形によって該空
気弁座１１ｅから下側へ向けて離間可能とされている。
【００４１】
　次に、オーバーキャップ７は、天壁部７ａ及び周壁部７ｂを備える有頂筒状に形成され
ている。天壁部７ａの径方向中央には、吐出膜２０に当接する下側へ向けて膨出した当接
部７ｃが形成されている。当接部７ｃは、天壁部７ａから下側に向けて突出するドーム状
又は半球面状をなしている。
【００４２】
　また、天壁部７ａには、当接部７ｃの径方向外側に配置され、下側へ向けて突出する内
筒部７ｄと、内筒部７ｄの径方向外側に配置され、下側へ向けて突出する外筒部７ｅと、
が形成されている。内筒部７ｄは、吐出筒押さえ部材１９の上端部内に嵌合している。ま
た、外筒部７ｅは、吐出筒押さえ部材１９の上端部に外嵌されている。外筒部７ｅの下端
部には、径方向内側に向けて突出するとともに周方向に沿って延びる環状の係合突起７ｆ
が形成されている。係合突起７ｆは、吐出筒押さえ部材１９の係合突起１９ａに下側から
当接し、アンダーカット嵌合状態になっている。
【００４３】
　また、オーバーキャップ７の周壁部７ｂの下端部と外筒体１１の周壁部１１ｂの上端部
との間には、これらを連結するヒンジ１４が設けられている。ヒンジ１４は、外気導入孔
１１ｄが位置する周方向位置、すなわち外気導入孔１１ｄの径方向の外側の位置に配置さ
れている。オーバーキャップ７の周壁部７ｂの上端部において、容器軸Ｏを径方向に挟ん
だヒンジ１４の反対側には、径方向外側に向けて突出する開閉操作片７ｇが形成されてい
る。
【００４４】
　以上説明した本実施形態の吐出容器１では、容器本体４の内容器２に収容された内容物
を吐出させる際、開閉操作片７ｇを操作してオーバーキャップ７を開け、図３に示すよう
に、吐出膜２０が斜め下方に向くような吐出姿勢とした状態で、容器本体４の外容器３を
スクイズ変形（弾性変形）させる。これにより、内容器２が外容器３とともに変形して減
容される。
【００４５】
　そして、この減容変形に伴い内容器２の内圧が正圧となり、この正圧によって弾性連結
片１２ｅが弾性変形するとともに弁体１２ｄが弁座１０ｈから離間して弁部材１２ｂが開
けられ、吐出口５と内容器２の内部とが連通孔１０ｇを通して連通される。なお、この際
に、容器本体４を傾けた場合には、内容物の自重も弁部材１２ｂに作用することになる。
【００４６】
　そして、このように弁部材１２ｂが開けられることにより、内容器２の内圧（正圧）、
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更には内容物の自重が吐出膜２０に作用して、吐出膜２０は弾性変形するとともにスリッ
ト２０ａが拡開し、吐出口５が開かれ、内容器２に収容された内容物が吐出口５から吐出
される。
【００４７】
　その後、内容器２の内圧が低下すると、弾性連結片１２ｅが弾性復元力により復元変形
するとともに弁体１２ｄが弁座１０ｈに着座して弁部材１２ｂが閉じられ、吐出口５と内
容器２の内部との連通孔１０ｇを通した連通が遮断され、吐出膜２０は弾性復元力により
復元変形して、スリット２０ａが閉じるとともに、吐出口５が閉じられる。このように弁
部材１２ｂが閉じられることにより、内容器２が密封され、さらに前述したスクイズ変形
を解除すると、外容器３は復元変形しようとする。このとき、外容器３と内容器２との間
に発生した負圧が吸気孔８ｃを通して空気弁１５ｃに作用することにより、この空気弁１
５ｃが吸気孔８ｃ側へ向けて開いて、吸気孔８ｃと外部とが外気導入孔１１ｄを通して連
通され、外気が外気導入孔１１ｄ、外気流通孔１０ｆ、及び、溝８ｄを通して吸気孔８ｃ
から外容器３と内容器２との間に吸入される。
　そして、外気が吸入されることにより、外容器３と内容器２との間の内圧が大気圧まで
上昇すると、空気弁１５ｃが復元変形して吸気孔８ｃと外気導入孔１１ｄとを遮断する。
このように、外容器３と内容器２との間に外気が吸入されることにより、内容器２の減容
形状が保持される。
　図４は、外容器３と内容器２との間に外気が吸入されている状態を示している。
【００４８】
　この状態から、再び容器本体４の外容器３をスクイズ変形させると、空気弁１５ｃは遮
断状態とされていることから外容器３と内容器２との間の内圧が正圧となり、この正圧に
よって内容器２が減容変形される。内容器２が減容変形されることにより、前述と同様の
作用が得られ、内容物が吐出される。
　吐出後は、開閉操作片７ｇを操作してオーバーキャップ７を閉めるとともに、吐出キャ
ップ６に装着する。
【００４９】
　以上に説明した本実施形態の吐出容器１によれば、内容物を吐出する際以外においては
、弁部材１２ｂが閉じて内容器２が密封状態とされるので、内容物の品質が確保される。
さらに、吐出膜２０が弾性変形してスリット２０ａが拡開するまで、吐出口５が開かれな
いので、容器の密閉性が高められている。従って、吐出後に、たとえ吐出口５と弁部材１
２ｂとの間に内容物が残っていたとしても、該吐出口５から意図せず内容物が漏れ出るよ
うなことが防止される。
　また、吐出膜２０が復元変形してスリット２０ａが閉じることにより、吐出口５の液切
れ性が高められているとともに、内容物の液垂れも防止されている。
　また、吐出膜２０の弾性変形及び復元変形によって吐出口５を開閉させる簡単な構成で
あるから、前述の顕著な効果を奏しつつも、部品点数が削減される。
【００５０】
　さらに、本実施形態では、連通孔１０ｇが、内部が内容器２の内部に連通するとともに
、容器本体４の口部４ａから容器軸Ｏ方向に沿う容器本体４の外側に向けて突出する有頂
筒状体１００の頂部１００ａに形成されていることで、連通孔１０ｇと吐出口５との間の
距離を近づけて（近接させて）、これらの間に生じるスペースを小さくしている。そして
、このように、連通孔１０ｇと吐出口５との間のスペースを小さくした場合には、当該ス
ペースに滞留する内容物の量を抑制できるため、吐出口から意図せず内容物が漏れ出るよ
うなことが一層確実に防止される。なお、上記では、有頂筒状体１００が容器本体４の口
部４ａから容器軸Ｏ方向に沿う容器本体４の外側に向けて突出すると説明したが、詳しく
は本実施形態では、口部４ａの上端縁の径方向内側に位置する領域にある内筒体１０の天
壁部１０ａから立設されている。
【００５１】
　また、本実施形態では、吐出膜２０が、容器軸Ｏ方向に沿う容器本体４の外側に向けて
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突出する突曲面状に形成され、吐出膜２０の中央部に、スリット２０ａが形成されている
が、この場合には、内容器２の内圧によって吐出膜２０を大きく変形させなくても、スリ
ット２０ａが拡開するため、内容物の吐出をスムーズに行えるようにすることができる。
【００５２】
　尚、本発明は前述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００５３】
　例えば、前述の実施形態で説明したオーバーキャップ７は、ヒンジ１４を中心に回動し
て吐出キャップ６に着脱自在に装着されるヒンジ式キャップであるが、これに限定される
ものではなく、オーバーキャップ７は、吐出キャップ６から離脱可能に装着されていても
よい。この場合、オーバーキャップ７は、螺合により吐出キャップ６に着脱自在に装着さ
れるねじ式キャップや、押し込み操作により吐出キャップ６に着脱自在に装着される嵌合
式キャップであってもよい。
【００５４】
　また、吐出膜２０のスリット２０ａが、Ｘ字状に形成されているとしたが、これに限定
されるものでなく、Ｘ字状以外の例えばＹ字状やＩ字状等であってもよい。
【００５５】
　また、前述の実施形態では、弁部材１２ｂにおいて、弾性連結片１２ｅは上面視円弧状
をなし、連通筒１２ａと弁体１２ｄとの間に周方向に間隔をあけて複数形成されていると
ともに連通筒１２ａと弁体１２ｄとを連結している例を示したが、これに限定されるもの
ではない。すなわち、弁部材１２ｂは、例えば、１つの弾性連結片１２ｅが連通筒１２ａ
と弁体１２ｄとを連結する１点弁等であってもよい。
【００５６】
　また、前述の実施形態における容器本体４は、内容器２が外容器３の内面に剥離可能に
積層されたいわゆるデラミボトルであるとしたが、これに限定されるものではなく、例え
ば、内容器２と外容器３とが別体に形成された二重容器であってもよい。
【００５７】
　また、容器本体４の口部４ａの雄ねじ部８ｂと、外筒体１１の雌ねじ部１１ｈとが螺合
することにより、吐出キャップ６が口部４ａに装着されることとしたが、これに限定され
るものではない。すなわち、これら雄ねじ部８ｂと雌ねじ部１１ｈとを用いる代わりに、
例えば、外筒体１１から径方向内側に向けて突出するとともに周方向に沿って延びる環状
突起が、口部４ａから径方向外側に向けて突出するとともに周方向に沿って延びる環状突
起にアンダーカット嵌合する構成であってもよい。
【００５８】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周
知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、上記した変形例を適宜組み合わ
せてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　１　吐出容器
　２　内容器
　３　外容器
　４　容器本体
　４ａ　口部
　５　吐出口
　６　吐出キャップ
　８ｃ　吸気孔
　１０ｇ　連通孔
　１１ｄ　外気導入孔
　１２ｂ　弁部材
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　１５ｃ　空気弁
　２０　吐出膜
　２０ａ　スリット
　１００　有頂筒状体
　Ｏ　容器軸

【図１】 【図２】
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