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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ほぼ中空のステム部を有するとともに、ポンプシリンダ内における圧縮および戻り行程
の間で往復運動可能であり、前記ステム部の外側端部の吐出口から流体を供給するための
可変容量ポンプ室を形成するバネ付勢ポンプピストンを備え、前記ステム部は、前記ポン
プ室から前記吐出口まで延びる弁制御された吐出路を形成し、さらに、
　前記ポンプピストンに隣接して取り付けられるとともに、前記ポンプ室内部に配設され
たスピンドル上で少なくとも１本のらせん巻回溝それぞれと係合して前記ポンプピストン
の往復運動中に前記スピンドルを回転させる、少なくとも１つのフランジを有するドライ
バナットと、
　容器内に配設可能であるとともに、前記スピンドルと回転するように前記スピンドルに
取り付けられた浸漬チューブと、を備えたことを特徴とする流体用ポンプ式ディスペンサ
。
【請求項２】
　前記ポンプピストンを付勢するための前記バネは、前記ポンプシリンダ内に配設され、
前記圧縮行程中に前記ポンプピストンを負の方向に付勢するとともに、前記戻り行程中に
前記ポンプピストンを正の方向に付勢することを特徴とする請求項１記載の流体用ポンプ
式ディスペンサ。
【請求項３】
　さらに、前記スピンドルの端部に配設され、前記ポンプシリンダ内まで延長する吸入路
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を制御するための弁を形成し、前記圧縮行程中は前記ポンプシリンダ内に流体が流れない
ように防ぐとともに、前記戻り行程中に前記ポンプシリンダ内に流体を流すように構成さ
れた截頭円錐形状のシールを含むことを特徴とする請求項１記載の流体用ポンプ式ディス
ペンサ。
【請求項４】
　前記截頭円錐形状のシールは、前記ポンプシリンダ内の補助弁座と協働して係合するよ
うに配設され、前記圧縮行程中に流体が前記ポンプシリンダ内に流れないように防ぐこと
を特徴とする請求項３記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項５】
　前記スピンドルは、前記圧縮および戻り行程中に往復運動して、それぞれ前記ポンプシ
リンダ内の補助弁に対し、前記截頭円錐形状のシールを係合、解除して、前記圧縮行程中
に前記ポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐとともに、前記戻り行程中には前記
ポンプシリンダ内に流体を流すように構成した請求項３記載の流体用ポンプ式ディスペン
サ。
【請求項６】
　前記截頭円錐形状のシールは、ストッパと係合して前記戻り行程中に前記スピンドルの
往復運動を制限することを特徴とする請求項５記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項７】
　前記ストッパが前記ポンプピストンを付勢させる前記バネであることを特徴とする請求
項６記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項８】
　前記浸漬チューブは、前記スピンドルと回転するようにその上に取り付けた像を含むこ
とを特徴とする請求項１記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項９】
　前記像が容器内部の流体を攪拌するように構成したことを特徴とする請求項８記載の流
体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１０】
　前記弁制御吐出路がボール逆止弁によって制御されることを特徴とする請求項１記載の
流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１１】
　ほぼ中空のステム部を有するとともに、ポンプシリンダ内における圧縮および戻り行程
の間で往復運動可能であり、前記ステム部の外側端部の吐出口から流体を供給するための
可変容量ポンプ室を形成するバネ付勢ピストンを備え、前記ステム部は、前記ポンプ室か
ら前記吐出口まで延びる弁制御された放出通路を形成しており、さらに、
　前記ピストンの往復運動中にスピンドルを回転させるための手段と、
　前記スピンドルとともに回転させるために前記スピンドルに取り付けた浸漬チューブと
、を備えたことを特徴とする流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１２】
　前記ピストンを付勢するための前記バネは、前記ポンプシリンダ内部に配設され、前記
圧縮行程中に前記ピストンを負の方向に付勢し、前記戻り行程中に前記ピストンを正の方
向に付勢することを特徴とする請求項１１記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１３】
　さらに、前記圧縮行程中に前記ポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐとともに
、前記戻り行程中には、前記ポンプシリンダ内に流体を流すような手段を備えたことを特
徴とする請求項１１記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１４】
　流体が前記ポンプシリンダ内に入らないように防ぐための前記手段は、前記ポンプシリ
ンダ内の補助弁座と協働して係合するように配設され、前記圧縮行程中には前記ポンプシ
リンダ内に流体が流れないように防ぐことができるシールを備えたことを特徴とする請求
項１３記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
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【請求項１５】
　前記スピンドルは、前記圧縮および戻り行程中に往復運動して、それぞれ前記ポンプシ
リンダ内の補助弁座に対し、流体が前記ポンプシリンダ内に入らないように防ぐための前
記手段を係合、解除して、前記圧縮行程中に前記ポンプシリンダ内に流体が流れないよう
にするとともに、前記戻り行程中に前記ポンプシリンダ内に流体を流すように構成したこ
とを特徴とする請求項１３記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１６】
　前記ポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐための手段は、ストッパと係合可能
であり、前記戻り行程中に前記スピンドルの往復運動を制限するように構成したことを特
徴とする請求項１５記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１７】
　前記ストッパは、前記ピストンを付勢するための前記バネであることを特徴とする請求
項１６記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１８】
　前記浸漬チューブは、前記スピンドルとともに回転するようにその上に取り付けた像を
含むことを特徴とする請求項１１記載の流体用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項１９】
　前記流体用ポンプ式ディスペンサは、前記容器の上に取り付け、前記像が容器内の流体
を攪拌するように構成したことを特徴とする請求項１８記載の流体用ポンプ式ディスペン
サ。
【請求項２０】
　前記弁制御吐出路は、ボール逆止弁で制御することを特徴とする請求項１１記載の流体
用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項２１】
　流体用ポンプ式ディスペンサ内のバネ付勢ピストンに機能的に連結した浸漬チューブを
回転させる方法において、
　ほぼ中空のステム部を有する前記バネ付勢ピストンを設ける工程と、
　前記ピストンを、ポンプシリンダ内における圧縮および戻り行程間で往復運動させて、
前記ステム部の外側端部の吐出口から流体を吐出させるための可変容量ポンプ室を形成す
る工程と、を含み、前記ステム部は、前記ポンプ室から前記吐出口まで延びる弁制御吐出
路を形成しており、
　さらに前記ピストンの往復運動中にスピンドルを回転させるための手段を提供する工程
と、
　前記浸漬チューブを前記スピンドルに取り付けて前記スピンドルとともに回転させるた
めの手段を提供する工程と、を含むことを特徴とする浸漬チューブを回転させる方法。
【請求項２２】
　さらに、前記ポンプシリンダ内部の前記ピストンを付勢させて、前記圧縮行程中に前記
ピストンを負の方向に付勢するとともに、前記戻り行程中に前記ピストンを正の方向に付
勢するための前記バネを設ける工程を含むことを特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　さらに、前記圧縮行程中は前記ポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐとともに
、前記戻り行程中に前記ポンプシリンダ内に流体を流すように構成した手段を備えたこと
を特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　流体が前記ポンプシリンダ内に流れないように防ぐための前記手段が、前記ポンプシリ
ンダ内の補助弁座と協働して係合するように配設され、前記圧縮行程中には流体が前記ポ
ンプシリンダ内に流れないように防ぐシールを含むことを特徴とする請求項２３記載の方
法。
【請求項２５】
　さらに、前記スピンドルは、前記圧縮および戻り行程中に往復運動して、それぞれ前記
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ポンプシリンダ内の補助弁座に対し、流体が前記ポンプシリンダに流れないように防ぐた
めの前記手段を係合、解除して、前記圧縮行程中に前記ポンプシリンダ内に流体が流れな
いように防ぐとともに、前記戻り行程中には前記ポンプシリンダ内に流体を流すように構
成したことを特徴とする請求項２３記載の方法。
【請求項２６】
　さらに、前記ポンプシリンダ内へ流体が流れないように防ぐための前記手段をストッパ
と係合して、前記戻り行程中に前記スピンドルの往復運動を制限するように構成したこと
を特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記ストッパが前記ピストンを付勢するための前記バネであることを特徴とする請求項
２６記載の方法。
【請求項２８】
　さらに、前記浸漬チューブが、前記スピンドルとともに回転するようにその上に取り付
けた像を含むことを特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２９】
　さらに、前記流体用ポンプ式ディスペンサを容器の上に取り付ける工程を備え、前記像
は前記容器内の流体を攪拌するように構成されたことを特徴とする請求項２８記載の流体
用ポンプ式ディスペンサ。
【請求項３０】
　さらに、前記弁制御吐出路をボール逆止弁で制御することを特徴とする請求項２１記載
の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に流体ポンプ式ディスペンサに関し、さらに詳しくは、回転式浸漬チ
ューブと、その上に補助的に回転できるように取り付け可能な像を含む流体ポンプディス
ペンサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　容器用のポンプ式ディスペンサは、従来から周知である。この容器を市場に出す際、製
造業者は容器に様々な装飾を付けたり、容器の設計の中に組み込んだりして努力を積んで
いる。容器の形状を変更するだけでなく、装飾用の像を取り付けるためには、例えば、ビ
トン氏（以後、ビトン‘９５８と称する）に付与された特許文献１に開示されたポンプ式
ディスペンサのように、ポンプ式ディスペンサの機構を変更する場合もある。
【０００３】
　ビトン‘９５８を参照すると、ポンプ式ディスペンサが開示されており、透明な容器の
中に延長する浸漬チューブ上に装飾用の像が取り付けられている。ポンプのピストンに取
り付けてあるとともにねじ式キャップを貫通して延びる起動ロッドが装飾用の像に取り付
けられ、その像がディスペンサのヘッドとともに浸漬チューブの上で上下に往復するよう
に構成されている。
【０００４】
　往復運動をするビトン‘９５８の像に加え、従来の技術には、ディスペンサのヘッドが
往復運動すると像が回転動作をするような設計のポンプディスペンサもある。
【０００５】
　しかし、上記のようなポンプディスペンサの設計は、例えば、構成部品が多数となるこ
と、および／または製造時に複雑な条件を有することなど、実用的ではない設計上の規制
があるため、製造上経済的とはいえない。
【０００６】
　よって、装飾用の像が回転できるとともに、設計上丈夫であり、操作効率がよく、組立
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てや分解が簡単にでき、経済的に製造可能な設計のポンプ式ディスペンサの必要性が残る
。
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６，００６，９５８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、回転式浸漬チューブを含む新規な流体用ポンプ式ディスペンサを提供するこ
とにより、従来のポンプ式ディスペンサの設計の問題点を解消するとともに欠点と欠陥を
克服するものである。
【０００９】
　よって、本発明において例示する実施態様は、標準的な容器とともに利用して回転式の
像を設けることが可能な流体用ポンプ式ディスペンサを提供することにある。
【００１０】
　本発明の別の実施態様は、設計上丈夫であり、操作効率がよく、組立てや分解が容易で
あるとともに経済的に製造可能な流体用ポンプ式ディスペンサを提供することにある。
【００１１】
　本発明のさらに別の実施態様は、容器内の流体をかき乱し、さらに／または、撹拌する
ための手段を設けることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ほぼ中空のステム部を有し、ポンプシリンダ内における圧縮および戻り行程
の間で往復運動可能なバネ付勢ポンプピストンを備え、ステム部の外側端部の吐出口から
流体を供給するための可変容量ポンプ室を形成する流体用ポンプ式ディスペンサを提供す
ることによって上述の例示的実施態様を達成することができる。ステム部は、ポンプ室か
ら吐出口まで延びる弁制御された吐出路を形成する。ドライバナットをポンプピストンに
隣接して取り付けるとともに、ポンプ室内部に配設したスピンドル上の少なくとも１本の
らせん巻回溝それぞれと係合してポンプピストンの往復運動中にスピンドルを回転させる
、少なくとも１つのフランジを設けてもよい。浸漬チューブは、容器内部に配設してもよ
いし、スピンドルとともに回転できるようにスピンドルに取り付けることもできる。
【００１３】
　上記の流体用ポンプ式ディスペンサでは、ポンプシリンダ内部のポンプピストンを付勢
させて、圧縮行程中にポンプピストンを負の方向に付勢するとともに、戻り行程中にポン
プピストンを正の方向に付勢するためのバネを設けてもよい。截頭円錐形状のシールをス
ピンドルの端部に配設し、ポンプシリンダ内に延長する吸入路を制御するための弁を形成
し、圧縮行程中はポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐとともに、戻り行程中に
ポンプシリンダ内に流体が流れるように構成することもできる。截頭円錐形状のシールを
ポンプシリンダ内の補助弁座と協働して係合するように配設して、圧縮行程中に流体がポ
ンプシリンダ内に流れないように防いでもよい。スピンドルは、圧縮および戻り行程中に
往復運動し、それぞれポンプシリンダ内の補助弁座に対し、截頭円錐形状のシールを係合
、解除して圧縮行程中にポンプシリンダ内に流体が入らないように防ぐとともに、戻り行
程中にはポンプシリンダ内に流体が流れるように構成することができる。截頭円錐形状の
シールは、ストッパと係合して戻り行程中にスピンドルの往復運動を制限するように構成
することができる。ストッパは、ポンプピストンを付勢させるバネを備える。浸漬チュー
ブは、スピンドルとともに回転するように取り付けた像でもよい。容器内部の流体を掻き
混ぜるように、または、全ての年代の使用者を楽しませるように像を形成することができ
る。弁制御吐出路は、ボール逆止弁によって制御してもよい。
【００１４】
　さらに、本発明は、ほぼ中空のステム部を有し、ポンプシリンダ内における圧縮および
戻り行程の間で往復運動可能なバネ付勢ポンプピストンを備え、ステム部の外側端部の吐
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出口から流体を供給するための可変容量ポンプ室を形成する流体用ポンプ式ディスペンサ
を提供する。ステム部は、ポンプ室から吐出口まで延びる弁制御された吐出通路を形成す
る。流体用ポンプ式ディスペンサは、さらに、ピストンの往復運動中にスピンドルを回転
させるための手段と、スピンドルとともに回転させるためにスピンドルに取り付けた浸漬
チューブを備える。
【００１５】
　上記の流体用ポンプ式ディスペンサでは、圧縮行程中にピストンを負の方向に付勢し、
戻り行程中にピストンを正の方向に付勢するよう、ポンプシリンダ内部にピストンを付勢
させるためのバネを設けてもよい。流体用ポンプ式ディスペンサは、さらに、圧縮行程中
にポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐとともに、戻り行程中には、ポンプシリ
ンダ内に流体が流れるように構成することもできる。流体がポンプシリンダ内に入らない
ように防ぐための手段は、ポンプシリンダ内の補助弁座と協働して係合するように配設し
、圧縮行程中にはポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐことができるシールを備
えていてもよい。スピンドルは、圧縮および戻り行程中に往復運動して、それぞれ、ポン
プシリンダ内の補助弁座に対し、流体がポンプシリンダ内に入らないように防ぐための手
段を係合、解除して圧縮行程中にポンプシリンダ内に流体が流れないようにするとともに
、戻り行程中にポンプシリンダ内に流体が流れるように構成することもできる。この、ポ
ンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐための手段は、ストッパと係合可能であり、
戻り行程中にスピンドルの往復運動を制限するように構成してもよい。ストッパは、ピス
トンを付勢するためのバネでもよい。浸漬チューブは、スピンドルとともに回転するよう
に取り付けた像でもよい。流体用ポンプ式ディスペンサは、容器の上に取り付け、像が容
器内の流体を攪拌するように構成することもできる。弁制御吐出路は、ボール逆止弁で制
御してもよい。
【００１６】
　また、さらに、本発明は、流体用ポンプ式ディスペンサ内のバネ付勢ピストンに機能的
に連結した浸漬チューブを回転させる方法に関する。この方法は、ほぼ中空のステム部を
有するバネ付勢ピストンを設け、ピストンを、ポンプシリンダの内部において圧縮および
戻り行程間で往復運動させてステム部の外側端部の吐出口から流体を吐出させるための可
変容量ポンプ室を形成する工程と、を含む。ステムは、ポンプ室から吐出口まで延びる弁
制御された吐出路を形成する。この方法は、さらに、ピストンの往復運動中にスピンドル
を回転させ、浸漬チューブをスピンドルに取り付けてスピンドルとともに回転させるため
の手段を提供する工程も含む。
【００１７】
　上記の方法において、この方法は、さらに、ポンプシリンダ内のピストンを付勢させて
、そのピストンを圧縮行程中に負の方向に付勢させるとともに戻り行程中に正の方向に付
勢するためのバネを設ける工程と、圧縮行程中はポンプシリンダ内に流体が流れないよう
に防ぐとともに、戻り行程中にポンプシリンダ内に流体が流れるようにする手段を設ける
工程とを含む。このポンプシリンダ内に流体が流れないように防ぐための手段は、ポンプ
シリンダ内の補助弁座と協働して係合するように配設して、圧縮行程中に流体がポンプシ
リンダ内に流れないように防ぐシールを備えていてもよい。この方法は、さらに、圧縮お
よび戻り行程中にスピンドルを往復運動させ、それぞれポンプシリンダ内の補助弁座に対
し、流体がポンプシリンダ内に流れないようにする手段を係合、解除して、截頭円錐形状
のシールを係合、解除して、圧縮行程中にポンプシリンダ内に流体が入らないように防ぐ
とともに、戻り行程中にはポンプシリンダ内に流体を流すことを可能にする行程を含む。
またこの方法は、流体がポンプシリンダ内に入らないように防ぐための手段をストッパと
係合させて戻り行程中にスピンドルの往復運動を制限する工程を含む。ストッパは、ピス
トンを付勢させるバネでもよい。また、この方法は、浸漬チューブ上にスピンドルととも
に回転するように像を取り付ける工程と、流体用ポンプ式ディスペンサを容器の上に取り
付ける工程とを含み、像は容器内の流体を掻き混ぜるように構成され、さらに弁制御吐出
路をボール逆止弁によって制御する工程を含む。
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【００１８】
　本発明のその他の特性、利点、および実施の形態は、以下に示す詳細な説明、図面およ
び特許請求の範囲によって明らかとなろう。さらに、上記の発明の要約と以下に示す詳細
な説明は、例示を目的としたものであり、ここで請求する本発明の範囲を限定することな
く、更なる説明を提供することを意図したものであることは理解できよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明を一層理解しやすいようにここに提供するとともに本明細書の一部を構成する図
面は、本発明の好ましい実施形態を示すものであり、詳しい説明とともに、本発明の原理
を示すものである。図面を参照しながら説明する。複数の図面において、類似する参照番
号はそれに対応する構成部品を示すものであり、図１から６は、本発明による流体用ポン
プ式ディスペンサ（以後、ポンプ式ディスペンサと称する）を示し、その全体を参照番号
１０で表す。
【００２０】
　ポンプ式ディスペンサ１０の詳しい説明に入る前に、ポンプ式ディスペンサ１０の一般
的な操作について、例示した容器１２とともに簡単に説明し、以下に詳しく示すポンプ式
ディスペンサ１０の原理を示す。
【００２１】
　図１を参照すると、ポンプ式ディスペンサ１０は、容器１２の上に取り付けてあり、吸
入路１７を形成する浸漬チューブ１６に取り付けた像１４を有する。プランジャヘッド１
８が従来の方法で押下されると、容器１２内に収容された適当な流体２０、例えば、石鹸
のような粘性の高い流体や他の低粘性の流体が吐出口２２から出る。プランジャヘッド１
８の下降行程では、像１４は所定の方向に回転し、その後、プランジャヘッド１８を解放
して上方に移動させると反対方向に回転する。
【００２２】
　図２～６を参照しながらポンプ式ディスペンサ１０について詳しく説明する。
【００２３】
　特に、図２～４に示すように、ポンプ式ディスペンサ１０は、ポンプ室（アキュムレー
タ）２６の中に突出し、浸漬チューブ１６からポンプ室２６までのバルブ制御された吸入
路を提供するスピンドル２４を含んでいてもよい。係合フランジ３２を含むドライバナッ
ト２８を、ポンプピストン３４と同心に、連続的に吐出通路６２を形成する中空のステム
部３０の底に取り付けるとともに、スピンドル２４のらせん巻回溝３６と機能的に係合す
るようにしてもよい。このように、ポンプピストン３４がポンプシリンダ４０の軸方向に
沿って下方に移動する圧縮行程中に、ドライバナット２８はスピンドル２４と、カラー３
８によって機能的にスピンドル２４に接続した浸漬チューブ１６を回転させる。当業者は
、この開示から、カラー３８をスピンドル２４とともに形成してもよく、あるいは、別に
形成して後からスピンドル２４に取り付けてもよいことは理解できよう。同様に、ドライ
バナット２８は、ポンプピストン３４と一体に形成してもよく、また、別に形成してポン
プピストン３４に後から取り付けてもよい。スピンドル２４の下側端部は、ポンプ室２６
の補助弁座４４を密閉し、よって浸漬チューブ１６からポンプ室２６へ弁制御吸入路を形
成するために一体に形成した截頭円錐形状のシール４２を備えていてもよい。截頭円錐形
状のシール４２には、後にさらに詳しく説明するが、流体２０がその後のポンプピストン
３４の確実な戻り行程で吸入口４７を通れるように面取りした縁部４６を設けてもよい。
浸漬チューブ１６と流体連通した１つ以上の吸入口４７を截頭円錐形状のシール４２の下
に設け、流体２０が容器１２から面取りした縁部４６を介してポンプ室２６内に入れるよ
うに構成してもよい。
【００２４】
　ポンプピストン３４の図２に示す休止状態への自動的復帰を正の方向に付勢するための
戻りバネ４８を設けてもよい。戻りバネ４８は、ポンプピストン３４の初期の圧縮行程中
に所定の負の付勢をかけるように構成し、浸漬チューブ１６の回転速度を制御し、および
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／または、吐出口２２から吐出した流体の量を制御する手段を設けてもよい。それぞれ図
２および３に示すように、バネ４８の最下位のコイルを小片５０と係合させて連結し、ポ
ンプピストン３４の休止状態および圧縮行程中に最下位のコイルを截頭円錐形状のシール
４２の上面５２から所定の距離に維持してもよい。バネ４８の最上位置のコイルをポンプ
ピストン３４の円形チャネル５４内に配設し、その中に摩擦によっておよび／または機械
的に保持する。ポンプ室２６と流体連通する１つ以上の出口６０を円形チャネル５４の上
面に隣接して設け、流体がポンプ室２６から出口通路５６まで流れるように構成してもよ
い。
【００２５】
　出口通路５６は、ボール逆止弁５８などによって制御することができる。出口通路５６
は、さらに、吐出路６２と流体連通して、ポンプピストン３４の圧縮行程中に吐出口２２
を通して流体を汲み上げることができる。ポンプ式ディスペンサ１０は、標準的な内側に
ねじ山を切った閉止キャップ６４によって容器１２上に取り付けることができる。
【００２６】
　ポンプ式ディスペンサ１０の上記の構成部品は、プラスチック、セラミック、金属など
から形成することができる。
【００２７】
　次に、ポンプ式ディスペンサ１０の操作について詳しく説明する。
【００２８】
　特に、図１および２に示す圧縮行程の初期（休止状態）におけるポンプピストン３４と
截頭円錐形状のシール４２の構成では、ポンプ式ディスペンサ１０は、ドライバナット２
８用の係合フランジ３２をスピンドル２４のらせん巻回溝３６の最上位置に位置させてい
てもよい。圧縮行程の初期では、截頭円錐形状のシール４２をポンプ室２６の弁座４４と
密閉係合して配設してもよい。よって、スピンドル２４の長さは、休止状態では、バネ４
８がポンプピストン３４とドライバナット２８を上方に付勢させると、截頭円錐形状のシ
ール４２は、ポンプ室２６の弁座４４と密閉係合したままの状態を保ち、流体２０がポン
プ室２６から容器１２に戻らないように防ぐ。
【００２９】
　その後、圧縮行程中にプランジャヘッド１８が押下されると、截頭円錐形状のシール４
２はポンプ室２６の弁座４４と密閉接触した状態を保つが、ボール逆止弁５８が上方へ移
動し始めて流体２０が出口通路５６に入って吐出口２２から吐出される。截頭円錐形状の
シール４２がポンプ室２６の弁座４４と密閉係合した状態に配設されている圧縮行程の初
期（図２参照）の休止状態から圧縮行程の最後（図３参照）までの移行期では、截頭円錐
形状のシール４２はポンプ室２６の弁座４４と密閉係合した状態を保つとともに、浸漬チ
ューブ１６からポンプ室２６へ流体２０が流れないように、そしてポンプ室２６の内部の
流体２０が浸漬チューブ１６の内部に漏れないように防ぐ。
【００３０】
　図２および３にそれぞれ示す休止状態から圧縮行程の最後までの移行中に、係合フラン
ジ３２がらせん巻回溝３６によって形成された通路を下方向に移動する。同時に、係合フ
ランジ３２が下方向に移動すると、浸漬チューブ１６は第１の方向に回転し、それととも
に像１４も回転する。当業者は、この開示から、スピンドル２４のらせん巻回溝３６を、
浸漬チューブ１６とそれに付随する像１４が所望の回転速度で所望の方向に回転するよう
に設計できるということは理解できよう。係合フランジ３２が下方向に移動する一方、ポ
ンプ室２６の内部の流体２０は、出口６０と吐出路６２を介して吐出口２２から吐出され
る。圧縮行程の初期（図２）から圧縮行程の最後(図３)までの移行中、ボール逆止弁５８
は、図２に示す位置から上方に移動することによって、完全に解除され、よって流体２０
が出口通路５６を流れるようになる。
【００３１】
　次に図３を参照すると、ポンプピストン３４の圧縮行程の最後には、截頭円錐形状のシ
ール４２はポンプ室２６の弁座４４と接触した状態を保ち、室を密閉する。図２および３
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にそれぞれ示すように、ポンプピストン３４の休止状態から圧縮行程の最後までの間に、
戻りバネ４８の最下位のコイルも截頭円錐形状のシール４２の上面５２から所定の距離に
維持させてもよく、その距離は、小片５０の垂直方向の厚みによって決まる。よって、プ
ランジャヘッド１８とそれに付随する構成部品の下方向への移動距離は、バネ４８の圧縮
長さによって制御することができる。あるいは、当業者は、この開示から、プランジャヘ
ッド１８の下方向の移動距離は、ポンプ式ディスペンサ１０に設けた補助面６８および７
２と協働して係合によって制御できることは理解できよう。
【００３２】
　ポンプ室２６の中の流体２０を吐出した後、プランジャヘッド１８を解放して、バネ４
８の付勢により、圧縮行程の最後の位置（図３）から圧縮行程の初期(図２)の休止位置ま
で自動的に移行させることができる。特に、図４に示すように、流体２０を吐出して、プ
ランジャヘッド１８を解放した直後は、バネ４８の付勢により、截頭円錐形状のシール４
２は小片５０の厚みによって決定する所定の距離だけ、截頭円錐形状のシール４２の上面
５２がバネ４８の最下位のコイルに対して当接するまで浸漬チューブ１６を上昇させるこ
とができる。このように、係合フランジ３２がスピンドル２４のらせん巻回溝３６上を上
方に移動し続けると、それに伴って流体が浸漬チューブ１６から吸入口４７を通って、ま
た、截頭円錐形状のシール４２の面取りした縁部４６によってポンプ室２６内に入る。同
時に、フランジ３２がらせん巻回溝３６上を上方に移動すると、像１４は、フランジ３２
の下方向への移動中の回転方向とは逆方向に回転する。戻り行程の最後には、ポンプピス
トン３４と截頭円錐形状のシール４２が図２に示すその軸方向位置に戻り、截頭円錐形状
のシール４２は、ポンプ室２６を再度密閉する。
【００３３】
　プランジャヘッド１８が一度圧縮行程（図１および２）の初期の休止位置に到達すると
、プランジャヘッド１８は、圧縮、解放を繰り返すことにより、上記のように、流体を吐
出口２２から吐出し、像１４を所望の通りに回転させることができる。
【００３４】
　この開示から当業者は、像１４の回転動作は、楽しさを提供する目的だけでなく、容器
１２の内部の流体２２を攪拌する、もしくは掻き混ぜることができることは理解できよう
。よって、流体２０に様々な反射物体を混入して、像１４の回転動作によりそれらの物体
を掻き混ぜてさらに楽しみを提供することも考えられる。
【００３５】
　上記のポンプ式ディスペンサ１０の構成では、図２に示すように、スピンドル２４の外
部らせん巻回溝３６と機能的に結合したドライバナット２８の代わりにスピンドル２４に
内側のらせん巻回溝（図示せず）を有する中空に形成してもよいことは留意すべきである
。内側のらせん巻回溝を有する中空スピンドル２４では、ピストン３４に、スピンドル２
４の内側のらせん巻回溝と機能的に係合するように設けたフランジ（図示せず）を設け、
同様にポンプピストン３４の往復中にスピンドル２４を回転させてもよい。さらに別の構
成では、スピンドル２４のらせん巻回溝３６と機能的に係合するように設けたドライバナ
ット２８とフランジ３２の代わりに、ピストン３４に単数または複数のフランジもしくは
突起(図示せず)を設けてスピンドル２４のらせん巻回溝３６と機能的に係合させてもよい
。上記の代替形状に関し、当業者は、その開示から、他の様々な形態の手段を設けて、ポ
ンプ室２６内においてポンプピストン３４が往復運動している間にスピンドル２４と浸漬
チューブ１６を機能的に回転させることができることは理解できよう。スピンドル２４の
らせん巻回溝３６は、様々な構成に設計して浸漬チューブ１６と、それに伴って像１４を
全体的に、または部分的に、機能的に回転させたり振動させたりすることもできる。ポン
プ式ディスペンサ１０は、吐出口２２を通して流体を吐出する代わりに、オリフィス(図
示せず)から流体をスプレイするための吐出ヘッドとともに使用することができることも
明らかである。
【００３６】
　本発明の特定の実施形態について、添付の図面に基づいて詳しく説明してきたが、本発
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明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、添付の請求項に規定した本発明の範囲
または主旨からそれることなく、当業者による様々な変更や変形が可能であることはいう
までもない。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明による回転式浸漬チューブを有する流体用ポンプ式ディスペンサを含む容
器の正面図であり、プランジャヘッドが圧縮行程に入る前の休止状態にある図である。
【図２】図１の正面図に平行であるとともに浸漬チューブの中心の長手の軸を含む面に沿
って破断した、図１の流体用ポンプ式ディスペンサの一部断面図であり、ポンプピストン
と截頭円錐形状のシールが休止状態にあるとともに、截頭円錐形状のシールが圧縮行程中
である状態を示す図である。
【図３】図１の正面図に平行であるとともに浸漬チューブの中心の長手の軸を含む面に沿
って破断した、図１の流体用ポンプ式ディスペンサの一部断面図であり、ポンプピストン
と截頭円錐形状のシールが圧縮行程の終わりにある状態を示す図である。
【図４】図１の正面図に平行であるとともに浸漬チューブの中心の長手の軸を含む面に沿
って破断した、図１の流体用ポンプ式ディスペンサの一部断面図であり、ポンプピストン
と截頭円錐形状のシールが上方行程（戻り行程または吸入行程）を始めた直後の状態を示
す図である。
【図５】図１の流体用ポンプ式ディスペンサに設けたスピンドルの正面図であり、截頭円
錐形状のシールの截頭円錐面を一部切り欠いて示す図である。
【図６】図５のスピンドルの底面図であり、流体通路の位置を示す図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　ポンプ式ディスペンサ
　１２　容器
　１４　像
　１６　浸漬チューブ
　１７　吸入路
　１８　プランジャヘッド
　２０　流体
　２２　吐出口
　２４　スピンドル
　２６　ポンプ室
　２８　ドライバナット
　３０　ステム部
　３２　係合フランジ
　３４　ポンプピストン
　３６　らせん巻回溝
　３８　カラー
　４０　ポンプシリンダ
　４２　截頭円錐形状のシール
　４４　弁座
　４６　面取りした縁部
　４７　吸入口
　４８　コイル戻りバネ
　５０　小片
　５２　上面
　５４　円形チャネル
　５６　出口通路
　５８　ボール逆止弁
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　６０　出口
　６２　吐出路
　６４　閉止キャップ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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