
JP 5593626 B2 2014.9.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計量部と柄とからなる計量スプーンであって、計量部は粉体を収容して計量する部分で
あり、柄は計量部に連接して設けられており、
　前記計量部は、計量部本体と補助縁部とで構成されており、
　前記計量部本体は、平面視で細長い形状をしており、かつ、底部とこの底部の四周から
立ち上がる壁とを備えており、
　前記四周の壁のうち長手方向に延びる両側の壁には、この両側の壁の上縁部から上側に
立ち上がる前記補助縁部が設けられており、
　前記四周の壁のうち短手方向に延びる両側の壁の上縁部と、前記補助縁部の上縁部とで
、開口部を構成していることを特徴とする計量スプーン。
【請求項２】
　長手方向に直交する方向の幅が計量部本体よりも開口部の方が狭いことを特徴とする請
求項１に記載の計量スプーン。
【請求項３】
　計量部に連接する柄の上側が曲面であることを特徴とする請求項１または２に記載の計
量スプーン。
【請求項４】
　大きさが異なる計量部が柄の両側に設けられていることを特徴とする請求項１から３の
いずれか１項に記載の計量スプーン。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は粒状体、粉体などを計量するスプーンに関するものであり、調理等のときに簡
単に調味料などの計量に使用する計量スプーンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　調味料や甘味料の計量スプーンなど比較的少量の材料を計量するスプーンは、たとえば
図４に示すような球状面をカットしたような形状の計量部（１）と、計量部に接続する柄
の部分（３）と、計量時に指で掴む部分（操作保持部分）（４）から構成されているのが
一般的である。
【０００３】
　従来の粉体や粒状体などの粉ものを計量する計量スプーンは、円形の縁部（２）を持ち
、計量部の深さもその直径と比べて比率が１以下の浅いものが多い。これは、容器に入っ
た計量対象物を容器入り口から計量スプーンを差し入れて掬える形から設定されており、
計量部が深いと粉体等を掬う場合に操作がしにくいために、口径に対して深さの浅い計量
部が使いやすく、同じ理由で円形の縁部の立ち上がりの角度も鈍角のものが多くなってい
る。
【０００４】
　しかしながら、上記のような円形の縁部の計量スプーンは、袋状の容器から量が少なく
なった時に粉体を最後までこぼさずに掬うことが難しく、簡単に直接計量することが出来
ない場合が多かった。
【０００５】
　また、計量部の縁部の高さと操作保持部をつなぐ柄の部分の上面（３Ａ）が、従来の計
量スプーンでは同一面上にあり上面が平面状のものが多い。柄の部分（Ｘ－Ｘ’）での断
面の例を図４（Ａ）の右下に示した。
【０００６】
　これは、計量する場合に精度を良くするために摺りきりバー（箸などで代用することも
ある）やオーバーキャップの縁などで多めに掬い上げた計量対象物を計量スプーンの縁部
を摺りきって計量するという図４の（Ｂ）に粉体を例に描いたような摺り切り作業をし易
くするためであり、このことによって摺り切り作業をしないと柄の上に余分な粉体が載り
やすくなって機能的にもデザイン的にも制約を受けていた。
【０００７】
　粉体や粒状体の計量をより簡便に行うという目的では、特許文献１および特許文献２に
示されているように、二種類の計量を一本の計量スプーンで可能にするために、計量スプ
ーンの表計量部の背面に裏計量部を設け、表裏で計量する数量が異なる両面計量スプーン
、すなわち形状としては計量スプーンの計量部の凹部のほぼ中央を凸部とする計量スプー
ンが挙げられるがこれらの計量スプーンでは精度よく計ろうとすると計量の基準となる粉
体表面の高さが分かりにくく、計量部内部の粉体を水平に整えるのには片手だけでの操作
では限界があった。
【０００８】
　また特許文献３には複数種類の容量を計量することができ、しかも計量容量を片手で簡
単に選択できるようにするために底部に支点を中心に回転可能な側部を重ね合わせること
により必要量を計量する計量スプーンが提案されている。このスプーンでは容量変更は片
手で出来るが精度よく計量するためには前記の摺り切り作業が不可欠でありやはり片手だ
けの操作では限界があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】実開平６－６９７５０号公報
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【特許文献２】実開平７－３８９２２号公報
【特許文献３】特開２００４－１２４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　以上のように、掬い上げた粉体や粒状体等の計量対象物を、計量スプーンの縁部を摺り
きって計量するという作業を省略して、片手で掬い上げた粉体等を軽く振るだけで一定量
が残り、目視で簡単に計量が可能な計量スプーンの提供が本発明の課題である。
　さらに袋状の容器から量が少なくなった時最後まで直接計量することが出来るような計
量スプーンの提供が課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明の請求項１に係る発明は、計量部と柄とからなる計量
スプーンであって、計量部は粉体を収容して計量する部分であり、柄は計量部に連接して
設けられており、
　前記計量部は、計量部本体と補助縁部とで構成されており、
　前記計量部本体は、平面視で細長い形状をしており、かつ、底部とこの底部の四周から
立ち上がる壁とを備えており、
　前記四周の壁のうち長手方向に延びる両側の壁には、この両側の壁の上縁部から上側に
立ち上がる前記補助縁部が設けられており、
　前記四周の壁のうち短手方向に延びる両側の壁の上縁部と、前記補助縁部の上縁部とで
、開口部を構成していることを特徴とする計量スプーンである。
【００１２】
　本発明の請求項２に係る発明は、長手方向に対する幅が計量部本体よりも開口部の方が
狭いことを特徴とする請求項１に記載の計量スプーンである。
【００１３】
　本発明の請求項３に係る発明は、計量部に連接する柄の上側が曲面であることを特徴と
する請求項１または２に記載の計量スプーンである。
【００１４】
　本発明の請求項４に係る発明は、大きさが異なる計量部が柄の両側に設けられているこ
とを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の計量スプーンである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の請求項１に係る発明の計量スプーンによれば、粉体を計量する計量部、柄から
なる計量スプーンにおいて、計量部は粉物を計量する計量部本体、計量部本体に連接して
設けられた粉物の出し入れが行われる開口部からなる計量スプーンであって、
開口部は、計量部本体の上端部より上側に立ち上がるように設けられた長手方向に対して
両側の補助縁部と、長手方向に対して前後の計量部本体上縁部とにより構成されているこ
とによって、摺りきりバーなどの特殊な構造を持たず片手で、操作保持部を軽く振るだけ
で精度の高い計量が行え、また、袋などの軟質で安定しない（変形し易い）容器の内面に
沿って掬い上げて計量する際にも無駄がなく効率よく計量が行える。
【００１６】
まず、第一ステップの概略計量を行う際に、一対の補助縁部の上端面は計量スプーンの長
手方向の中央付近に向け高くなっているので、向かい合った補助縁部の面の間で、計量基
準位置（計量部本体上端部）から山状に盛り上がり、必ず多目に掬い取ることが出来る。
【００１７】
次に、計量の第二ステップとして計量スプーンの柄の一部である操作保持部を持って軽く
振って余分な粉体を振り落としてより精度のある計量を行う時には、振り方により計量予
定量との差が生じるが、本発明の計量スプーンによれば、振る方向によらず以下のような
状態の推移で計量予定の量に近いほぼ一定の量が計量部内に残るようにすることが出来る
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。
【００１８】
計量スプーンを長手方向に対して左右に振った場合には、向かい合った補助縁部の面の間
で粉体が規制されるため、計量部外へ粉体が落ちることが出来るのは前後方向の計量基準
位置である計量部本体の上端部（柄の接続側も含む）だけであり、安定した少量の排出で
あるため、粉体がほぼ水平になる調整が可能である。
【００１９】
　計量スプーンを長手方向に対して前後に振った場合には、心理的に斜め前方に振り出す
ため、粉体の分布が計量部内で波型（ｓｉｎｅカーブのような）になる傾向にあり、計量
部内の前方では補助縁部の面の間でやや盛り上がりを残し、計量部内の後方では窪みをつ
くり、前後でプラス、マイナスとして相殺されて結果として計量基準位置の高さで水平面
になるように分布した場合とほぼ同等になる。
【００２０】
また、パウチ状の袋などに直接計量スプーンを差込んで計量する際、長手方向にゆるやか
に湾曲した補助縁部を袋の内面に沿わせる形で計量部を寝かせて掬い上げられるので粉体
の残りが少なくなっても安定して最後まで掬い取って計量することが出来るようになる。
【００２１】
　本発明の請求項２に係る発明の計量スプーンによれば、長手方向に対する幅が計量部本
体よりも開口部の方が狭いことによって、粉体を収納している収納体から粉体を確実に計
量部本体に取り入れることが出来る。さらに、収納体が深い場合であっても、開口部本体
から粉体がこぼれることがないので、確実に粉体を計量部本体に取り入れることが出来る
。
【００２２】
　また、粉体を収納している袋から掬いやすくするために、開口部の上から見た形状が長
方形ではなく湾曲した形状等の他の形状にすることによって、粉体を掬い取る効果をより
確実にすることも可能である。
【００２３】
　本発明の請求項３に係る発明の計量スプーンによれば、計量部に連接する柄の上側が曲
面であることによって、粉が乗る平面部を持たない。これは、掬ったときに粉が柄の上に
残らないためで、より計量精度が必要な場合に効果を発揮する。
【００２４】
　従来の摺りきりバー等で柄の上に残った粉を落とす場合には操作保持部から計量部に接
続する柄の部分が計量部縁部と同一面上にあり柄の上側が平面であることが精度を上げる
ためには必要だったが、摺り切りバー等を用いない本発明の計量スプーンの場合には柄の
部分の上側は曲面になっているので粉がのりにくく振り落としやすい。
【００２５】
　計量部本体の上端部は、計量の目印となる計量線（８）を印刷や刻印、成型形状の工夫
などにより設けてもよい。
【００２６】
　本発明の請求項４に係る発明の計量スプーンによれば、大きさが異なる計量部が柄の両
側に設けられていることによって、たとえば大匙１杯相当量と小匙１杯相当量が計量スプ
ーンを交換することなく簡単に計量できるようになる。
【００２７】
　このように、本発明の計量スプーンによれば、摺りきりバーなどの特殊な構造を持たず
、操作保持部を握って軽く振るだけで精度の高い計量が行え、また、袋などの軟質で安定
しない（変形し易い）容器の内面に沿って掬い上げて計量する際にも無駄がなく効率よく
計量が行える。
【００２８】
　さらに、１本の計量具で異なる量の計量を行うことが出来るのみならず、計量部と操作
保持部からのびる柄の位置に制約がなく、デザイン的に幅広く展開できる。
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【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の計量スプーンの一例を示す概略図。（Ａ）上面から（Ｂ）使用時の長手
方向断面。
【図２】本発明の計量スプーンの他の一例を示す概略図。（Ａ）上面から（Ｂ）使用時の
長手方向断面。
【図３】本発明の計量スプーンの他の一例を示す概略図。（Ａ）上面から（Ｂ）使用時の
長手方向断面。
【図４】従来の計量スプーンの一例を示す概略図。（Ａ）上面から（Ｂ）使用時の長手方
向断面。
【図５】本発明の計量スプーンの一例を示す概略図。（Ａ）上面から（Ｂ）長手方向から
（Ｃ）前後方向から。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下に、本発明の計量スプーンについて、図面を用いて具体的に説明する。
【００３１】
　図１は、本発明の計量スプーンの一例を示す概略図である。図１の（Ａ）には上面から
見た計量スプーンの概略図を、（Ｂ）には粉体計量時の長手方向の断面の概略図を示した
。（Ｂ）の上側の図は粉体を多めに掬い取った状態を、下側の図は操作保持部を手で持っ
て軽く振り余分の粉体を落とした後の状態を示している。
【００３２】
　図２は、本発明の計量スプーンの他の一例を示す概略図である。図３は、本発明の計量
スプーンの他の一例を示す概略図である。
　ここでは、おもに図１の例について説明し、図２および図３の例については図１の例と
の相違部分を補足するに留める。
【００３３】
　図１に示した本発明の計量スプーンは、粉体を計量する計量部（１）、柄（３）からな
る計量スプーンであって、計量部（１）には粉物を計量する計量線（８）が設けられてい
る計量部本体、計量部本体に連接して設けられた粉物の出し入れが行われる開口部（６）
からなる計量スプーンであって、開口部（６）は、計量部本体の計量線（８）より上側に
立ち上がるように設けられた、長手方向に対して両側の補助縁部（７）と、計量線（８）
と同じ高さで長手方向に対して前後の計量部本体上縁部（２）、（２’）により構成され
ている計量スプーンである。
【００３４】
　通常の計量スプーンと異なり、計量部（１）の周囲縁部が水平面とならず、細長い略矩
形（必ずしも矩形である必要はないが）の断面形状の長手方向に対して対称な壁面が計量
部の深さ方向から立ち上がって一対の補助縁部（７）を形成している。
【００３５】
　補助縁部（７）の面の長手方向の端部は上記略矩形の短い方の略角部に高さ方向で収束
する形状になっている。また、補助縁部の面は長手方向の中央付近に向け高くなっている
。
【００３６】
　粉体を元の袋から容易に計量部本体に取り入れることが出来て、袋が深い場合であって
も、開口部から粉体がこぼれることがないように、本発明の計量スプーンでは長手方向に
対する幅が計量部本体よりも開口部の方が狭い構造としている。図５にはそのいくつかの
具体例の概略図を示した。
【００３７】
　図５の（Ａ）には本発明の計量スプーンを上面から見た概略図を、（Ｂ）には横側面か
ら見た長手方向の概略図を、（Ｃ）には前後方向から見た概略図を示した。
【００３８】
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　図５の（Ａ）の上の図では、開口部（６）が上から見て矩形であり計量部本体の壁が外
側に湾曲して内部の幅が開口部の幅よりも広くなっている場合を示している。図示しない
が開口部（６）の前後の端は計量部本体上縁（２）および（２’）の位置にあり、一対の
補助縁部（７）によってはさまれている。
【００３９】
　図５の（Ａ）の下の図では、開口部（６）が上から見て中心部が膨らんだ略矩形であり
、計量部本体の壁、補助縁部（７）が垂直に形成されている場合を示している。この場合
、開口部の幅としては一対の補助縁部（７）によってはさまれている計量部本体上縁（２
）および（２’）の位置を採用する。
【００４０】
　図５の（Ｃ）の上の図は（Ａ）の上の図に対応する前後方向から見た概略図であり、（
Ｃ）の下の図は（Ａ）の下の図に対応する前後方向から見た概略図である。開口部（６）
は白矢印で示した。
【００４１】
　長手方向に対する幅が計量部本体よりも開口部の方が狭い構造は図５に示した場合に限
られず本発明の趣旨を逸脱しない範囲で自由に設定できる。
【００４２】
　このことによって、たとえば図４に示した従来の計量スプーンのように片手で操作保持
部（４）をつかみもう一方の手で摺りきりバーなどで計量部縁部（２）に沿って粉体（５
）の余分な部分をかきとるという複雑な動作を必要とせず、操作保持部（４）を握って軽
く振り、長手方向の断面を図１（Ｂ）の上の図に示したように多めに掬い取り計量部本体
上縁部（２）、（２’）より盛り上がる状態とした粉体（５）の山を崩して計量部本体上
縁部から落としていくと、図１（Ｂ）の下の図に示したように、粉体（５）の上面（９）
が略水平になるので簡単に計量が完了する。
【００４３】
図１（Ｂ）に示したのは、計量スプーンを長手方向に対して左右に振った場合の典型的な
例であり、向かい合った補助縁部（７）の面の間で粉体が規制されるため、計量部（１）
の外へ粉体が落ちることが出来るのは前後方向の計量基準位置の面の高さにある計量部本
体の上端部（２）、（２’）だけであり、短い幅での安定して少量の排出であるため、粉
体（５）の上面（９）がほぼ水平になり計量基準位置の面でほぼ正確に計量が可能である
。
【００４４】
　本発明の計量スプーンは操作保持部を握って軽く振るという簡単な作業で正確な計量が
可能であることを目的としているが、振り方によって計量結果が変わることが少ないこと
も特徴の一つである。
【００４５】
　図２には計量スプーンを長手方向に対して前後に振った場合の計量に対する影響を模式
的に示してある。
【００４６】
　計量スプーンを長手方向に対して前後に振る場合には、心理的に斜め前方に振り出すた
め、粉体上面（９）の形状が計量部（１）内で波型（ｓｉｎｅカーブのような）になる傾
向にあり、計量部内の前方では補助縁部（７）の面の間でやや盛り上がりを残し、計量部
（１）内の後方では窪みをつくり、計量部内の前後でプラス、マイナスとして相殺されて
結果として計量基準位置である計量線（８）の高さで水平面になるように分布した場合と
ほぼ同等になる。
【００４７】
　このようにして粉体、粒状体等の比較的流動性の良い粉物を片手で摺りきる作業なしに
精度よく計量できる。
【００４８】
　図３は本発明の計量スプーンの一例で、異なる量を１本の計量具で量ることが出来る他



(7) JP 5593626 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

の一例の概略図である。
【００４９】
　図３に示した計量スプーンでは、計量部（大）(１１）と計量部（小）（１３）という
大きさが異なる２つの計量部が柄（３）の両側に設けられている。それぞれの計量部は図
１または図２の計量部（１）と同じように、計量部（大）の縁部(１２）と計量部（小）
の縁部（１４）とを有しており、それぞれの構造は図１で示した一つの計量部を有する計
量スプーンの場合と同様である。
【００５０】
　図３の（Ａ）には柄上面（３Ａ）のみでなく柄下面も含めてＸ－Ｘ’線での柄（３）の
断面全体が曲面で構成されている場合を示したが本発明の計量スプーンでは柄上面が曲面
で構成されていればよいが、他の面が曲面であってももちろん構わない。
【００５１】
　図３の（Ｂ）には大きさが異なる２つの計量部のうちで計量部（大）(１１）の方を計
量に用いた場合の例を示した。この図では計量部(小)の方は計量に用いられていないがこ
こでは計量の手順の例を示したのであってとくに意味はない。
【００５２】
　本発明の計量スプーンは、片手だけの操作で計量することが可能な計量具であるので上
記のように大きさが異なる２つの計量部を設けることによって、さらに計量具を交換する
ことなく１本の計量具で異なる量の計量対象物が簡単に計量できるようになる。
【００５３】
　本発明の計量スプーンは周知の成形法で容易に製造が可能であるのでプラスチック製で
あることが望ましい。
【００５４】
　本発明の計量スプーンの材料としては、成形可能な熱可塑性樹脂として、スチレン系樹
脂、塩化ビニル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹
脂、ポリオレフィン系樹脂、メタクリル系樹脂のうちの１種以上の樹脂が用いることが出
来る。
【００５５】
　スチレン系樹脂としては、ポリスチレン、スチレン－アクリロニトリル共重合体、α－
メチルスチレン－アクリロニトリル共重合体、スチレン－α－メチルスチレン－アクリロ
ニトリル共重合体、スチレン－マレイミド共重合体、スチレン－マレイミド－アクリロニ
トリル共重合体、スチレン－α－メチルスチレン－マレイミド－アクリロニトリル共重合
体、スチレン－マレイミド－無水マレイン酸－アクリロニトリル共重合体、スチレン－無
水マレイン酸共重合体、スチレン－メチルメタクリレート共重合体等が挙げられる。
【００５６】
　塩化ビニル系の樹脂としては、ポリ塩化ビニル、塩化ビニルと共重合可能なビニル単量
体を共重合した塩化ビニル共重合体、後塩素化塩化ビニル樹脂等が挙げられる。ポリカー
ボネート系樹脂としては、ビスフェノール系ポリカーボネート、脂肪族ポリカーボネート
等が挙げられる。
【００５７】
　ポリエステル系樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレ
ート等が挙げられる。ポリアミド系樹脂としては、ナイロン６、ナイロン６，６、ナイロ
ン１２等が挙げられる。
【００５８】
　ポリオレフィン系樹脂としては、ポリプロピレン、ポリエチレン、環状ポリオレフィン
等が挙げられる。メタクリル系樹脂としては、ポリメチルメタクリレート、メチルメタク
リレートとアクリル酸アルキル（メチル、エチル、ブチル、２－エチルヘキシル等）の共
重合体、メチルメタクリレートとメタクリル酸の共重合体等が挙げられる。
【００５９】
　これらスチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系
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樹脂、ポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、メタクリル系樹脂のうちの１種以上の
樹脂を使用するポリマーアロイ、例えば、スチレン－アクリロニトリル共重合体とポリカ
ーボネートのアロイ、スチレン－アクリロニトリル共重合体とポリ塩化ビニルのアロイ、
スチレン－アクリロニトリル共重合体とナイロン６のアロイ、ポリエチレンテレフタレー
トとポリカーボネートのアロイ、ポリスチレンとポリフェニレンオキサイドのアロイ等も
使用可能樹脂の範囲内である。
【００６０】
　上記のスチレン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系
樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、メタクリル樹脂の1種以上からなる樹
脂とジエン系ゴム重合体、アクリル系ゴム重合体、シリコン系ゴム重合体、オレフィン系
ゴム重合体に共重合可能なビニル系単量体を重合してなるグラフト共重合体からなるゴム
変性樹脂も使用可能樹脂の範囲内である。
【００６１】
　本発明の計量スプーンの材料となる熱可塑性樹脂には、通常よく知られた酸化防止剤、
熱安定剤、紫外線吸収剤、顔料、帯電防止剤、滑剤を必要に応じて適宜使用できる。
【００６２】
特に、スチレン系樹脂、塩化ビニル系樹脂に用いられるフェノール系、イオウ系、リン系
、ヒンダードアミン系等の安定剤類、Ｓｎ系安定剤、Ｐｂ系安定剤、Ｃａ系安定剤等の安
定剤類、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤及びオルガノポリシロ
キサン、脂肪族炭化水素、高級脂肪酸と高級アルコールのエステル、高級脂肪酸のアミド
またはビスアミドおよびその変性体、オリゴアミド、高級脂肪酸の金属塩類等の内部滑剤
、外滑剤等は成形用樹脂として、より高性能なものとするために用いることができる。
【００６３】
　また、公知の難燃剤、強化剤、充填剤等を添加することもできる。難燃剤としては、テ
トラビスフェノールＡ等のブロム系、トリフェニルホスファイト等のリン系の有機化合物
や無機金属化合物等が挙げられる。強化剤、充填剤としては、ガラス繊維、カーボン繊維
、ステンレス繊維、アルミフレーク、タルク、マイカ、炭カル、ウイスカ等が挙げられる
。
【００６４】
　これらの安定剤、滑剤、難燃剤、強化剤、充填剤等は、単独でもまた２種以上混合して
使用することもできる。本発明の計量スプーンの材料としての熱可塑性樹脂は、公知の成
形法ならいずれにも利用できるが、効果を発揮しやすい点から、特に射出成形、押出し成
形、ブロー成形等で外観の良好な成形体が得られる。
【００６５】
　本発明の計量スプーンの材料として好ましく用いることの出来る樹脂としては、成形品
の製造に従来用いられている各種の材料を特に制限なく用いることができ、例えば、ポリ
プロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂等のオレフィン系樹脂、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフ
タレート）樹脂、ポリスチレン樹脂、ＡＢＳ（アクリロニトリル・スチレン・ブタジエン
）樹脂等を用いることができる。
【００６６】
　ポリプロピレン樹脂は、低価格汎用樹脂の代表であり、成形性もよいが、比較的に強度
とくに曲げ弾性率が低く、薄肉化による樹脂量低減を進める場合は限界があるが、汎用樹
脂として計量スプーンに用いることができる。
【００６７】
　資源保護を考慮すると再生またはリサイクル樹脂を使用することが好ましく、例えば、
ＰＥＴ樹脂については、リサイクル・再生も進んでおり、強度（曲げ弾性率）も強い点か
ら、材料として適している。さらに、ポリ乳酸樹脂等の生分解性樹脂や植物由来の樹脂を
用いることが出来る。
【００６８】
　本発明の計量スプーンは、上記樹脂をおもに射出成形することによって製造される。射
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出成形の方法は通常の射出成形に加えて２色成形等の多色成形法やインサート成形等の複
合的な成形法を用いることが出来る。
【００６９】
　これらの方法によれば、計量線の上下で他の部分と色を変えたり計量部の形状を粉体の
掬い取りやすい形状にすること等のバリエーションが価格アップの懸念や特殊な製造装置
を用いる必要がなく容易に可能になる。
【００７０】
　もちろん、本発明の計量スプーンの材料と製造方法としては上記の例示した材料と成形
方法には限られず周知の成形材料と成形方法を用いることが出来る。
【符号の説明】
【００７１】
１…計量部
２…計量部本体上縁部
２’…計量部本体上縁部
３…柄
３Ａ…柄上面
４…操作保持部
５…粉体
６…開口部
７…補助縁部
８…計量線
９…粉体上面
１０…計量部本体壁
１１…計量部（大）
１２…計量部（大）本体上縁部
１３…計量部（小）
１４…計量部（小）本体上縁部
１５…補助縁部
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