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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に開口部が形成されている外容器と、上面に開口部が形成されており、上面開口部
が前記外容器の上面開口部と同じ方向に配置されるように、前記外容器の内部に装着され
る内容器とを有する容器部と；
　連絡孔が形成されており、前記連絡孔が前記内容器の内部空間に連通した状態で前記内
容器の上面開口部を密閉し、前記内容器と共に移動できるように、前記内容器の上端に結
合される内部キャップと；
　装着孔が形成されており、前記装着孔が前記連絡孔の上側に配置されるように設けられ
る肩部と；
　側面と底面を通じて開放される排出流路が内部に形成されており、前記排出流路の底面
開放端が前記連絡孔に向けた状態で前記内部キャップに接近し離反できるように設けられ
たボタンと；
　上面には開口部が形成されており、上面開口部が前記連絡孔に連通するように設けられ
たシリンダと前記排出流路と前記シリンダの内部空間とを連結し、前記ボタンの押え動作
に連動して開閉される案内流路を有するように形成された案内流路部を有し、前記ボタン
の押え動作時、前記内容器に貯蔵された液状化粧品を前記排出流路を通じて外部に押出さ
せるポンピング部と；
　外部操作時、前記ボタンの押え動作を阻止するように前記肩部を前記ボタンに対して相
対移動させるボタン掛止部と；
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を備え、
　前記ボタン掛止部は、
　上側領域に水平方向に沿って配置された掛止維持溝と、下側領域に水平方向に沿って配
置された解除維持溝と、前記掛止維持溝と前記解除維持溝とを直線状で連結する昇降案内
溝とを有する掛止作動溝が形成されており、
　前記外容器に対して回転できるように、前記外容器の上端外表面に結合された掛止作動
管と、
　前記外容器の上端内表面に突出形成された係止突起と
を含み、
　前記肩部は高さ方向に沿って係止溝が形成されており、外表面には昇降誘導突起が形成
されており、前記係止溝に前記係止突起が挿入され、前記昇降誘導突起が前記掛止作動溝
に挿入されるように設けられることを特徴とする、液体収納容器。
【請求項２】
　前記外容器は、筒形状の外容器ボディー部と前記外容器ボディー部の上端内表面に前記
外容器ボディー部と共に回転できるように結合された係止リングを含み、
　前記係止突起は、前記係止リングの内表面に形成されることを特徴とする、請求項１記
載の液体収納容器。
【請求項３】
　前記肩部は、上面に前記昇降誘導突起が前記掛止維持溝に挿入される際、前記排出流路
の側面開放端を閉鎖するように形成された流路閉鎖壁部を含むことを特徴とする、請求項
１または２記載の液体収納容器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体収納容器、特に化粧品容器に関し、より詳しくは、容器に貯蔵された液
状化粧品をポンピング動作により外部に押出させて使用する構造を有する化粧品容器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液状化粧品は、容器に貯蔵販売され、使用者は容器に貯蔵された液状化粧品を
少しずつ押出させて使用しており、このために、ポンピング部を有する化粧品容器が案出
されて使われている。
　図１５は従来の化粧品容器の分解斜視図であり、図１６は従来の化粧品容器の結合断面
図である。
【０００３】
　従来の化粧品容器は、これらの図面に示すように、外容器１１１と外容器１１１の内部
に装着される内容器１１２を有する容器部１１０、内容器１１２の上端に結合される内部
キャップ１２０、外容器１１１の上端に結合される肩部１３０、内部キャップ１２０の上
側に設けられたボタン１４０、ボタン１４０の押え動作時に内容器１１２に貯蔵された液
状化粧品を外部に押出させるポンピング部１５０、及び外部操作時にボタン１４０の押え
操作を阻止するように肩部１３０をボタン１４０に対して相対移動させるボタン掛止部１
８０を有している。
【０００４】
　外容器１１１は、上面が開口された筒形状で形成されており、上端の外表面に回転案内
溝１１１ｃが周り方向に沿って形成されている。
　そして、外容器１１１は、底面には通気孔１１１ｅが形成されている。
【０００５】
　内容器１１２は、管形態の内容器ボディー部１１２ａと、内容器ボディー部１１２ａの
上端に形成されたネック部１１２ｂを有している。
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　このような構成を有する内容器１１２は、上面開口部が外容器１１１の上面開口部と同
じ方向に配置されるように外容器１１１の内部に装着される。
【０００６】
　内部キャップ１２０は、支持管部１２１、支持管部１２１の上端から支持管部１２１を
囲むように延長形成されたキャップスカート部１２２、及びキャップスカート部１２２か
ら起立形成された昇降案内管１２３を有している。
　支持管部１２１は、全長区間に亘って連絡孔１２１ａが形成されている。
　キャップスカート部１２２は、内容器１１２に向けて開放されたシリンダ固定溝１２２
ｂが形成されている。
　このような構成を有する内部キャップ１２０は、支持管部１２１がネック部１１２ｂの
内部に進入した状態でキャップスカート部１２２の内表面を通じてネック部１１２ｂの外
表面にねじ結合される。
　これによって、連絡孔１２１ａが内容器１１２の内部空間に連通することになり、内部
キャップ１２０により内容器１１２の上面開口部は密閉され、内部キャップ１２０は内容
器１１２と共に移動できることになる。
【０００７】
　肩部１３０は、管形態の肩ボディー部１３１、及び肩ボディー部１３１の上端から中央
に向けて折曲形成された安着フランジ１３３を有している。
　肩ボディー部１３１は高さ方向に沿って一対の係止溝１３１ａが形成されており、内表
面には回転案内凸部１３１ｃが回転案内溝１１１ｃに対応するように形成されている。
　安着フランジ１３３の内側には装着孔１３３ａが形成され、上面には定着溝１３３ｂが
形成されている。
　このような構成を有する肩部１３０は、装着孔１３３ａが連絡孔１２１ａの上側に配置
された状態で各係止溝１３１ａに後述する昇降案内突起１８３が１つずつ挿入された状態
で回転案内凸部１３１ｃが回転案内溝１１１ｃに進入するように設けられる。
　これによって、肩部１３０は外容器１１１に対して回転できることになる。
【０００８】
　ボタン１４０は、側面と底面を通じて開放される排出流路１４０ａが内部に形成されて
いる。
　そして、ボタン１４０は底面から軸固定溝部１４１が外容器１１１の高さ方向に沿って
形成されており、軸固定溝部１４１の周り領域には昇降作動管１４２が形成されている。
　このような構成を有するボタン１４０は、昇降作動管１４２が昇降案内管１２３の内側
に配置された状態で後述する案内軸１７１の上端が軸固定溝部１４１に無理に嵌合される
ように設けられる。
　これによって、ボタン１４０は排出流路１４０ａの底面開放端が連絡孔１２１ａに向け
た状態で案内軸１７１の昇降動作に連動して内部キャップ１２０に接近し離反できること
になる。
【０００９】
　ポンピング部１５０は、肩部１３０に結合されたシリンダ１５１、排出流路１４０ａと
シリンダ１５１の内部空間を連結する案内流路を有する案内流路部１６０、シリンダ１５
１の内部に設けられた復帰スプリング１５２及びバルブ体１５３、及び内容器１１２の内
部に設けられた容器ピストン１５４を有している。
　シリンダ１５１は、底面に流入孔１５１ａが形成されており、上面には開口部が形成さ
れている。
　そして、シリンダ１５１には固定壁部１５１ｂが上面開口部を囲むように形成されてい
る。
　このような構成を有するシリンダ１５１は、上面開口部が連絡孔１２１ａに連通した状
態で固定壁部１５１ｂをシリンダ固定溝１２２ｂに無理に嵌合することにより内部キャッ
プ１２０に結合させることができる。
【００１０】
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　案内流路部１６０は、シリンダ１５１の内部空間に進入するように設けられる案内管１
７０、及びシリンダ１５１の内部に設けられたシリンダピストン１６１を有している。
【００１１】
　案内管１７０は、軸孔１７１ａが形成されている案内軸（Guide　Shaft）１７１、及び
上端が軸孔１７１ａに挿入されるように設けられた案内ステム（Guide　Stem）１７２を
有している。
【００１２】
　軸孔１７１ａは、案内軸１７１の全長区間に亘って形成されている。
　そして、軸孔１７１ａの内周面にはステム支持段１７１ｂが形成されている。
　このような構成を有する案内軸１７１は連絡孔１２１ａを通過し、下端がシリンダ１５
１の内部空間に進入するように設けられる。
【００１３】
　案内ステム１７２は、下部領域にステムスカート部１７２ａが形成されており、内部に
はステム流路１７２ｂが軸孔に連通するように形成されている。
　ステムスカート部１７２ａは、シリンダ１５１の内表面との間に孔隙が発生するように
形成される。
　このような構成を有する案内ステム１７２は、上端がステム支持段１７１ｂに接触し、
下部区間が後述する通過孔１６１ｃを通過するように軸孔１７１ａに挿入設置される。
【００１４】
　このように、案内管１７０が設けられた状態で、ステムスカート部１７２ａとシリンダ
１５１の内表面との間、通過孔１６１ｃの内周面と案内ステム１７２の外表面との間、ス
テム流路１７２ｂ及び軸孔１７１ａの上側領域が案内流路を形成することになる。これに
よって、案内流路の上側露出端（軸孔の上端と下端が露出されている）は排出流路１４０
ａに連通し、案内流路の下側露出端はシリンダ１５１の内部空間に連通することになる。
【００１５】
　シリンダピストン１６１は、シリンダピストンボディー部１６１ａ、及びシリンダピス
トンボディー部１６１ａの下端全周り区間から外側に向けて延長形成されたシリンダ密閉
板１６１ｂを有している。
　シリンダピストンボディー部１６１ａは、中央領域に通過孔１６１ｃが形成されている
。
このような構成を有するシリンダピストン１６１は、シリンダ密閉板１６１ｂがシリンダ
１５１の内表面に密着され、通過孔１６１ｃの内周面がステムスカート部１７２ａに接触
するようにシリンダ１５１の内部に設けられる。
【００１６】
　復帰スプリング１５２は、案内ステム１７２の底面とシリンダ１５１の内部の底面に起
立形成されたスプリング支持段に両端が支持されるように設けられる。
　これによって、復帰スプリング１５２は、案内ステム１７２が流入孔１５１ａに向けて
移動する時、弾性力を蓄積できることになる。
【００１７】
　バルブ体１５３はボール形態で形成されており、自重により流入孔１５１ａを閉鎖する
ように設けられる。
【００１８】
　容器ピストン１５４は、凹溝形態の容器ピストンボディー部１５４ａと、容器ピストン
ボディー部１５４ａの上端全周り区間から外側に向けて延長形成された容器密閉板１５４
ｂを有している。
　このような構成を有する容器ピストン１５４は、容器密閉板１５４ｂが内容器ボディー
部１１２ａの内表面に密着されるように内容器１１２の内部に設けられる。
　これによって、容器ピストン１５４は内容器１１２の底面開口部を密閉することになる
。
【００１９】
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　このような構成を有するポンピング部１５０の動作を説明すると、次の通りである。
【００２０】
　ボタン１４０が圧押されると、案内軸１７１と案内ステム１７２は下降し、復帰スプリ
ング１５２には弾性力が蓄積される。
　案内ステム１７２が下降すると、通過孔１６１ｃの内周面と案内ステム１７２の外表面
との間は分離されて案内流路は開放される。
　案内流路が開放されると、シリンダ１５１の内部にある液状化粧品は、案内流路と排出
流路１４０ａを通じて外部に排出される。
【００２１】
　ボタン１４０に対する圧押力を解除すると、ボタン１４０、案内軸１７１、及び案内ス
テム１７２は、復帰スプリング１５２に蓄積された弾性力により原位置に復帰する。
　案内ステム１７２が原位置に復帰すると、通過孔１６１ｃの内周面と案内ステム１７２
の外表面との間は接触されて案内流路は閉鎖される。
【００２２】
　一方、案内ステム１７２が原位置に復帰する際、シリンダ１５１の内部には負圧が発生
する。
　シリンダ１５１の内部に負圧が発生すると、バルブ体１５３には上方向の吸引力が印加
され、これによって、流入孔１５１ａは開放される。
　流入孔１５１ａが開放されると、内容器１１２に貯蔵された液状化粧品はシリンダ１５
１の内部に進入することになる。
　一方、内容器１１２に貯蔵された液状化粧品がシリンダ１５１の内部に進入する際、容
器ピストン１５４はシリンダ１５１に向けて移動する。
【００２３】
　また、ボタン１４０が圧押されると、流入孔１５１ａはバルブ体１５３により密閉され
、シリンダ１５１の内部にある液状化粧品は、案内流路及び排出流路１４０ａを通じて外
部に排出される。
【００２４】
　ボタン掛止部１８０は、外容器１１１の上端に形成された掛止作動管１８１、ネック部
１１２ｂの外表面から外側に向けて突出形成された環状の掛止フランジ１８２、及び掛止
フランジ１８２の縁部から突出形成された一対の昇降案内突起１８３を有している。
【００２５】
　掛止作動管１８１には一対の掛止作動溝１８１ａが１８０度の位相差を置いて形成され
ている。
　各掛止作動溝１８１ａは、上側領域に水平方向に沿って配置された掛止維持溝１８１ｂ
と、下側領域に水平方向に沿って配置された解除維持溝１８１ｃと、傾斜をなして掛止維
持溝１８１ｂと解除維持溝１８１ｃとを連結する昇降案内溝１８１ｄを有するように形成
されている。
　このような構成を有する掛止作動管１８１の掛止作動溝１８１ａには昇降案内突起１８
３が挿入される。
【００２６】
　このような構成を有する従来の化粧品容器を使用する方法を図１７～図２０を参照して
説明すると、次の通りである。説明の便宜のために、内容器１１２と容器ピストン１５４
との間の空間には液状化粧品が受容されており、昇降案内突起１８３は掛止維持溝１８１
ｂに位置することと仮定する（図１８参照）。
【００２７】
　まず、外容器１１１を取って肩部１３０を回転させれば、昇降案内突起１８３と係止溝
１３１ａの相互作用により内部キャップ１２０、内容器１１２、及びボタン１４０が回転
する。
　内部キャップ１２０が回転すると、昇降案内突起１８３は掛止維持溝１８１ｂから昇降
案内溝１８１ｄに沿って上昇した後、最終的に解除維持溝１８１ｃに進入する（図１８参
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照）。
　昇降案内突起１８３が掛止維持溝１８１ｂから上昇して解除維持溝１８１ｃに進入する
間、内部キャップ１２０、内容器１１２、及びボタン１４０が上昇する（図１７参照）。
　ボタン１４０が上昇した状態で、前述したように、ボタン１４０を圧押し、圧押解除す
る動作により内容器１１２に貯蔵された液状化粧品を外部に排出させる。
【００２８】
　化粧品を使用した後には、また外容器１１１を取って肩部１３０を反対方向に回転させ
れば、昇降案内突起１８３と係止溝１３１ａとの相互作用により内部キャップ１２０、内
容器１１２、及びボタン１４０が反対方向に回転する。
　内部キャップ１２０が反対方向に回転すると、昇降案内突起１８３は掛止維持溝１８１
ｂから昇降案内溝１８１ｄに沿って下降した後、最終的に解除維持溝１８１ｃに進入する
（図２０参照）。
　昇降案内突起１８３が掛止維持溝１８１ｂから下降して解除維持溝１８１ｃに進入する
間、内部キャップ１２０、内容器１１２、及びボタン１４０が下降する（図１９参照）。
　ボタン１４０が下降した状態で安着フランジ１３３に接触される。
　そして、ボタン１４０が下降した状態でボタン１４０の圧押動作はなされることができ
なくなる。
【００２９】
　このような構成を有する従来の化粧品容器は、２００６年の大韓民国実用新案登録出願
第１９４３０号（考案の名称：ディスペンサー容器）に開示されている。
【００３０】
【特許文献１】大韓民国実用新案登録出願２００６－１９４３０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　ところが、従来の化粧品容器によると、ボタン１４０を肩部１３０に対して移動させて
ボタン１４０の圧押動作を掛止または解除するように構成されているので、ボタン１４０
の昇降時に内容器１１２も共に昇降するという問題点があった。このように、内容器１１
２がボタン１４０と共に昇降するので、ボタン１４０とポンピング部１５０との初期結合
状態を安定的に維持できないという２次的な問題点が発生する。
【００３２】
　そして、ボタン１４０の昇降は外容器１１１を取った状態で肩部１３０を回転させる動
作によりなされるので、操作が不便であるという問題点があった。
【００３３】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、肩部の昇降動作によりボタンの圧押動作を掛止または解除することができ、操作便利
性が向上した新規かつ改良された液体収納容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、上面に開口部が形成されてい
る外容器と上面に開口部が形成されており、上面開口部が上記外容器の上面開口部と同じ
方向に配置されるように、上記外容器の内部に装着される内容器を有する容器部と、連絡
孔が形成されており、上記連絡孔が上記内容器の内部空間に連通した状態で上記内容器の
上面開口部を密閉し、上記内容器と共に移動できるように、上記内容器の上端に結合され
る内部キャップと、装着孔が形成されており、上記装着孔が上記連絡孔の上側に配置され
るように設けられる肩部と、側面と底面を通じて開放される排出流路が内部に形成されて
おり、上記排出流路の底面開放端が上記連絡孔に向けた状態で上記内部キャップに接近し
離反できるように設けられたボタンと、上面には開口部が形成されており、上面開口部が
上記連絡孔に連通するように設けられたシリンダと上記排出流路と上記シリンダの内部空
間とを連結し、上記ボタンの押え動作に連動して開閉される案内流路を有するように形成
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された案内流路部を有し、上記ボタンの押え動作時、上記内容器に貯蔵された液状化粧品
を上記排出流路を通じて外部に押出させるポンピング部と、外部操作時、上記ボタンの押
え動作を阻止するように上記肩部を上記ボタンに対して相対移動させるボタン掛止部とを
備え、上記ボタン掛止部は、上側領域に水平方向に沿って配置された掛止維持溝と下側領
域に水平方向に沿って配置された解除維持溝と上記掛止維持溝と上記解除維持溝とを直線
状で連結する昇降案内溝を有する掛止作動溝が形成されており、上記外容器に対して回転
できるように、上記外容器の上端外表面に結合された掛止作動管と、上記外容器の上端内
表面に突出形成された係止突起を含み、上記肩部は高さ方向に沿って係止溝が形成されて
おり、外表面には昇降誘導突起が形成されており、上記係止溝に上記係止突起が挿入され
、上記昇降誘導突起が上記掛止作動溝に挿入されるように設けられることを特徴とする液
体収納容器が提供される。
【００３５】
　ここで、外容器の構造が簡単になるように、上記外容器は筒形状の外容器ボディー部と
上記外容器ボディー部の上端内表面に上記外容器ボディー部と共に回転できるように結合
された係止リングを含み、上記係止突起は上記係止リングの内表面に形成されるように構
成することが好ましい。
【００３６】
　そして、保管中に排出流路を通じて化粧品が漏出されることを防止できるように、上記
肩部は上面に上記昇降誘導突起が上記掛止維持溝に挿入される際、上記排出流路の側面開
放端を閉鎖するように形成された流路閉鎖壁部を含むように構成することが好ましい。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、肩部の外側に設けられた掛止作動管を通じて肩部をボタンに対して昇
降させて、ボタンの圧押動作を掛止または解除することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　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。
【００３９】
　図１及び図２は各々本発明の実施形態に係る化粧品容器の分解斜視図であり、図３は本
発明の実施形態に係る化粧品容器の結合断面図であり、図４は図３に図示されたバルブ体
の平面図である。
【００４０】
　本発明の実施形態に係る化粧品容器は、これらの図面に示すように、外容器１１、外容
器１１の内部に装着される内容器１２を有する容器部１０、内容器１２の上端に結合され
る内部キャップ２０、外容器１１の上端に結合される肩部３０、内部キャップ２０の上側
に設けられたボタン４０、ボタン４０の押え動作時に内容器１２に貯蔵された液状化粧品
を外部に押出させるポンピング部５０、及び外部操作時にボタン４０の押え動作を阻止す
るように肩部３０をボタン４０に対して相対移動させるボタン掛止部８０を有している。
【００４１】
　外容器１１は、筒形状の外容器ボディー部１１ａ、及び外容器ボディー部１１ａの上端
内表面に結合された係止リング１１ｂを有している。
　外容器ボディー部１１ａは、上面に開口部が形成されており、上面に回転案内溝１１ｃ
が周り方向に沿って形成されている。
　そして、外容器ボディー部１１ａは、上端内表面に固定凸部１１ｄが形成されており、
底面には通気孔１１ｅが形成されている。
　係止リング１１ｂは、下端に固定溝１１ｆが固定凸部１１ｄに対応するように形成され
ており、固定溝１１ｆに固定凸部１１ｄが挿入されるように外容器ボディー部１１ａに結
合される。
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　これによって、係止リング１１ｂは外容器ボディー部１１ａと共に回転できることにな
る。
【００４２】
　内容器１２は、管形態の内容器ボディー部１２ａと、内容器ボディー部１２ａの上端に
形成されたネック部１２ｂを有している。
　このような構成を有する内容器１２は、上面開口部が外容器１１の上面開口部と同じ方
向に配置されるように外容器１１の内部に装着される。
【００４３】
　内部キャップ２０は、支持管部２１、支持管部２１の上端から支持管部２１を囲むよう
に延長形成されたキャップスカート部２２、及びキャップスカート部２２から起立形成さ
れた昇降案内管２３を有している。
　支持管部２１は、全長区間に亘って連絡孔２１ａが形成されている。
　キャップスカート部２２は、支持管部２１の接触領域にスプリング支持段２２ａが形成
されており、スプリング支持段２２ａの外側には内容器１２に向けて開放されたシリンダ
固定溝２２ｂが形成されている。
　このような構成を有する内部キャップ２０は、支持管部２１がネック部１２ｂの内部に
進入した状態でキャップスカート部２２の内表面を通じてネック部１２ｂの外表面にねじ
結合される。
　これによって、連絡孔２１ａが内容器１２の内部空間に連通することになり、内部キャ
ップ２０により内容器１２の上面開口部は密閉され、内部キャップ２０は内容器１２と共
に移動できることになる。
【００４４】
　肩部３０は、管形態の肩ボディー部３１、肩ボディー部３１の上端から下方に向けて折
曲形成された流路閉鎖壁部３２、及び流路閉鎖壁部３２から肩ボディー部３１の中央に向
けて折曲形成された安着フランジ３３を有している。
　肩ボディー部３１は、下端から高さ方向に沿って一対の係止溝３１ａが切取形成されて
おり、外表面には一対の昇降誘導突起３１ｂが形成されている。
　流路閉鎖壁部３２は、昇降誘導突起３１ｂが後述する掛止維持溝８１ｂに挿入される際
、排出流路４０ａの側面開放端を閉鎖するように形成される。
　安着フランジ３３の内側には装着孔３３ａが形成される。
　そして、安着フランジ３３は上面に安着溝３３ｂが形成されており、安着溝３３ｂの対
向領域には昇降案内リブ３３ｃが装着孔３３ａに進入するように突出形成されている。
　このような構成を有する肩部３０は、装着孔３３ａが連絡孔２１ａの上側に配置された
状態で係止溝３１ａに後述する係止突起８２が挿入され、昇降誘導突起３１ｂが後述する
掛止作動溝８１ａに挿入されるように設けられる。
【００４５】
　ボタン４０は、側面と底面を通じて開放される排出流路４０ａが内部に形成されている
。
　そして、ボタン４０は底面から軸固定溝部４１が外容器１１の高さ方向に沿って形成さ
れており、軸固定溝部４１の周り領域には昇降作動管４２が形成されている。
　昇降作動管４２の外表面昇降案内リブ３３ｃの対向領域には昇降作動溝４３が長手方向
に沿って形成されている。
　このような構成を有するボタン４０は、昇降作動管４２が昇降案内管２３の内側に配置
された状態で後述する案内軸７１の上端が軸固定溝部４１に無理に嵌合されるように設け
られる。
　これによって、ボタン４０は排出流路４０ａの底面開放端が連絡孔２１ａに向けた状態
で案内軸７１の昇降動作に連動して内部キャップ２０に接近し離反できることになる。
【００４６】
　ポンピング部５０は、肩部３０に結合されたシリンダ５１、内部キャップ２０と肩部３
０との間に介された復帰スプリング５２、排出流路４０ａとシリンダ５１の内部空間とを
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連結する案内流路を有する案内流路部６０、シリンダ５１の底面に設けられたバルブ体５
３、及び内容器１２の内部に設けられた容器ピストン５４を有している。
【００４７】
　シリンダ５１は、底面に流入孔５１ａが形成されており、上面には開口部が形成されて
いる。
　そして、シリンダ５１には固定壁部５１ｂが上面開口部を囲むように形成されている。
　このような構成を有するシリンダ５１は、上面開口部が連絡孔２１ａに連通した状態で
固定壁部５１ｂをシリンダ固定溝２２ｂに無理に嵌合することにより、内部キャップ２０
に結合させることができる。
【００４８】
　復帰スプリング５２は、下端がスプリング支持段２２ａに支持され、上端はスプリング
キャップ５２ａに支持されるように設けられる。ここで、スプリングキャップ５２ａは環
状で形成され、軸固定溝部４１の下端に接触するように設けられている。
　これによって、復帰スプリング５２はボタン４０が内部キャップ２０に向けて移動する
際、弾性力を蓄積できることになる。
【００４９】
　案内流路部６０は、シリンダ５１の内部空間に進入するように設けられる案内管７０、
及びシリンダ５１の内部に設けられたシリンダピストン６１を有している。
　案内管７０は、軸孔７１ａが形成されている案内軸（Guide　Shaft）７１、及び上端が
軸孔７１ａに挿入されるように設けられた案内ステム（Guide　Stem）７２を有している
。
【００５０】
　軸孔７１ａは、案内軸７１の全長区間に亘って形成されている。
　そして、軸孔７１ａの内周面にはステム支持段７１ｂが形成されており、内周面ステム
支持段７１ｂの上側には軸案内凸部７１ｃが周り方向に沿って分散形成されている。軸案
内凸部７１ｃにより案内ステム７２の外表面と軸孔７１ａの内周面との間には流路を提供
する孔隙が発生することになる。
　このような構成を有する案内軸７１は連絡孔２１ａを通過し、下端がシリンダ５１の内
部空間に進入するように設けられる。
【００５１】
　案内ステム７２は、下部領域にステムスカート部７２ａが形成されており、ステムスカ
ート部７２ａの外表面にはステム案内凸部７２ｂが周り方向に沿って分散形成されている
。
　このような構成を有する案内ステム７２は、上端がステム支持段７１ｂに接触し、下部
区間が後述する通過孔６１ｃを通過するように軸孔７１ａに挿入設置される。
【００５２】
　このように、案内管７０が設けられた状態でステム案内凸部７２ｂの間の領域、通過孔
６１ｃの内周面と案内ステム７２の外表面との間、案内ステム７２の外表面と軸孔７１ａ
の内周面との間の領域、軸案内凸部７１ｃの間の領域、及び軸孔７１ａの上側領域が案内
流路を形成することになる。これによって、案内流路の上側露出端（軸孔の上端と下端が
露出されている）は排出流路４０ａに連通し、案内流路の下側露出端はシリンダ５１の内
部空間に連通する。
【００５３】
　シリンダピストン６１は、シリンダピストンボディー部６１ａ、及びシリンダピストン
ボディー部６１ａの下端全周り区間から外側に向けて延長形成されたシリンダ密閉板６１
ｂを有している。
　シリンダピストンボディー部６１ａは、中央領域に通過孔６１ｃが形成されている。
　このような構成を有するシリンダピストン６１は、シリンダ密閉板６１ｂがシリンダ５
１の内表面に密着され、通過孔６１ｃの内周面がステムスカート部７２ａに接触するよう
にシリンダ５１の内部に設けられる。
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【００５４】
　バルブ体５３は、管形態の周り壁部５３ａ、周り壁部５３ａの内部に配置された開閉板
５３ｂ、及び開閉板５３ｂと周り壁部５３ａとの間を連結する多数の連結アーム５３ｃを
有している。
　このような構成を有するバルブ体５３は、周り壁部５３ａがシリンダ５１の内壁面に無
理に嵌合され、開閉板５３ｂが流入孔５１ａを閉鎖するようにシリンダ５１の底面に設け
られる。
【００５５】
　容器ピストン５４は、凹溝形態の容器ピストンボディー部５４ａと、容器ピストンボデ
ィー部５４ａの上端全周り区間から外側に向けて延長形成された容器密閉板５４ｂを有し
ている。
　このような構成を有する容器ピストン５４は、容器密閉板５４ｂが内容器ボディー部１
２ａの内表面に密着されるように内容器１２の内部に設けられる。
　これによって、容器ピストン５４は内容器１２の底面開口部を密閉することになる。
【００５６】
　このような構成を有するポンピング部５０の動作を図９及び図１０を参照して説明する
と、次の通りである。
【００５７】
　ボタン４０が圧押されると、案内軸７１と案内ステム７２は下降し、復帰スプリング５
２には弾性力が蓄積される。
　案内ステム７２が下降すると、通過孔６１ｃの内周面と案内ステム７２の外表面との間
は分離されて案内流路は開放される。
　案内流路が開放されると、シリンダ５１の内部にある液状化粧品は案内流路と排出流路
４０ａを通じて外部に排出される（図９参照）。
【００５８】
　ボタン４０に対する圧押力を解除すると、ボタン４０、案内軸７１、及び案内ステム７
２は、復帰スプリング５２に蓄積された弾性力により原位置に復帰する。
　案内ステム７２が原位置に復帰すると、通過孔６１ｃの内周面と案内ステム７２の外表
面との間は接触されて案内流路は閉鎖される。
【００５９】
　一方、案内ステム７２が原位置に復帰する際、シリンダ５１の内部には負圧が発生する
。
　シリンダ５１の内部に負圧が発生すると、開閉板５３ｂには上方の吸引力が印加され、
これによって、流入孔５１ａは開放される。
　流入孔５１ａが開放されると、内容器１２に貯蔵された液状化粧品はシリンダ５１の内
部に進入することになる（図１０参照）。
　一方、内容器１２に貯蔵された液状化粧品がシリンダ５１の内部に進入する際、容器ピ
ストン５４はシリンダ５１に向けて移動する。
【００６０】
　またボタン４０が圧押されると、流入孔５１ａは開閉板５３ｂにより密閉され、シリン
ダ５１の内部にある液状化粧品は案内流路及び排出流路４０ａを通じて外部に排出される
。
　前述したように、案内流路はボタン４０の押え動作に連動して開閉され、ポンピング部
５０はボタン４０の押え動作時、内容器１２に貯蔵された液状化粧品を排出流路４０ａを
通じて外部に圧出させることができることになる。
【００６１】
　ボタン掛止部８０は、外容器１１の上端外表面に結合された掛止作動管８１と、係止リ
ング１１ｂの内表面に突出形成された係止突起８２を有している。
　掛止作動管８１には一対の掛止作動溝８１ａが１８０度の位相差を置いて形成されてお
り、内表面には回転案内凸部８１ｅが回転案内溝１１ｃに対応するように形成されている
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。
　各掛止作動溝８１ａは、上側領域に水平方向に沿って配置された掛止維持溝８１ｂ、下
側領域に水平方向に沿って配置された解除維持溝８１ｃ、及び傾斜をなして掛止維持溝８
１ｂと解除維持溝８１ｃとを連結する昇降案内溝８１ｄを有するように形成されている。
　このような構成を有する掛止作動管８１は、掛止作動溝８１ａに昇降誘導突起３１ｂが
挿入された状態で回転案内凸部８１ｅが回転案内溝１１ｃに進入するように設けられる。
　これによって、掛止作動管８１は外容器１１に対して回転できることになる。
【００６２】
　このような構成を有する本発明の実施形態に係る化粧品容器を使用する方法を図５～図
１４を参照して説明すると、次の通りである。説明の便宜のために、内容器１２と容器ピ
ストン５４との間の空間には液状化粧品が受容されており、昇降誘導突起３１ｂは掛止維
持溝８１ｂに位置することと仮定する（図８参照）。
【００６３】
　まず、掛止作動管８１を取って外容器１１を回転させれば、係止突起８２と係止溝３１
ａとの相互作用により肩部３０も回転する（図５参照）。
　肩部３０が回転すると、昇降誘導突起３１ｂは掛止維持溝８１ｂから昇降案内溝８１ｄ
に沿って下降した後、最終的に解除維持溝８１ｃに進入する（図８参照）。
　昇降誘導突起３１ｂが掛止維持溝８１ｂから下降して解除維持溝８１ｃに進入する間、
肩部３０は下降する（図６及び図７参照）。
　肩部３０が下降した状態で、前述したように、ボタン４０を圧押し、圧押解除する動作
により内容器１２に貯蔵された液状化粧品を外部に排出させる。
【００６４】
　化粧品を使用した後には、また掛止作動管８１を取って外容器１１を反対方向に回転さ
せると、係止突起８２と係止溝３１ａとの相互作用により肩部３０も反対方向に回転する
（図１１参照）。
　肩部３０が反対方向に回転すると、昇降誘導突起３１ｂは解除維持溝８１ｃから昇降案
内溝８１ｄに沿って上昇した後、最終的に掛止維持溝８１ｂに進入する（図１４参照）。
　昇降誘導突起３１ｂが解除維持溝８１ｃから上昇して掛止維持溝８１ｂに進入する間、
肩部３０は上昇する（図１２及び図１３参照）。
【００６５】
　肩部３０が上昇した状態でボタン４０は安着フランジ３３に接触され、排出流路４０ａ
は流路閉鎖壁部３２により閉鎖される。
　そして、肩部３０が上昇した状態でボタン４０の圧押動作はなされることができなくな
る。
【００６６】
　前述したように、本発明の実施形態によると、肩部３０の外側に掛止作動管８１を設け
て、この掛止作動管８１を利用して肩部３０をボタン４０に対して昇降させて、ボタン４
０の圧押動作を掛止または解除できることになる。これによって、ボタン４０と内容器１
２は、使用中、初期設置位置を持続的に維持することになり、ボタン４０とポンピング部
５０との初期結合状態を安定的に維持できることになる。
　そして、掛止作動管８１を取った状態で外容器１１を回転させる動作によりボタン４０
が昇降されることにより、操作が容易になる。
【００６７】
　また、外容器１１を外容器ボディー部１１ａと係止リング１１ｂとに分割し、係止リン
グ１１ｂの内表面に係止突起８２を形成することによって、外容器１１の構造が簡単にな
る（外容器を一体形成し、外容器の内表面に係止突起を形成する場合、外容器の底面を着
脱可能な形態で構成しなければならない）。
　また、肩部３０に流路閉鎖壁部３２を形成することによって、保管中に排出流路４０ａ
を通じて化粧品が漏出されることを防止できることになる。
【００６８】
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　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詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、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、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施形態に係る化粧品容器の分解斜視図である。
【図２】同実施形態に係る化粧品容器の分解斜視図である。
【図３】同実施形態に係る化粧品容器の結合断面図である。
【図４】図３に図示されたバルブ体の平面図である。
【図５】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図６】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図７】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図８】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図９】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図１０】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図１１】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図１２】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図１３】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図１４】同実施形態に係る化粧品容器の動作状態図である。
【図１５】従来の化粧品容器の分解斜視図である。
【図１６】従来の化粧品容器の結合断面図である。
【図１７】従来の化粧品容器の動作状態図である。
【図１８】従来の化粧品容器の動作状態図である。
【図１９】従来の化粧品容器の動作状態図である。
【図２０】従来の化粧品容器の動作状態図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１０、１１０　　　容器部
　１１、１１１　　　外容器
　１２、１１２　　　内容器
　２０、１２０　　　内部キャップ
　３０、１３０　　　肩部
　３１、１３１　　　肩ボディー部
　３２　　　流路閉鎖壁部
　３３、１３３　　　安着フランジ
　４０、１４０　　　ボタン
　５０、１５０　　　ポンピング部
　５１、１５１　　　シリンダ
　５３、１５３　　　バルブ体
　６０、１６０　　　案内流路部
　６１、１６１　　　シリンダピストン
　７０、１７０　　　案内管
　８０、１８０　　　ボタン掛止部
　８１　　　掛止作動管
　８２　　　係止突起
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【図７】 【図８】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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