
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性の天面部の一部に開口部が形成された容器本体と、
　上記容器本体の天面部にヒンジにより回動可能に接合されて 上記開口
部を覆う蓋と、
　 容器本体の上記ヒンジに対し反対側の上記天面部に連なる部分と上記蓋とに設けら
れ、該蓋の閉時に互いに係止して該蓋を閉蓋位置に保つ係止機構部とを有し、
　上記容器本体の天面部の 開口部以外 を押圧することにより、上記
天面部に連なる部分が撓み変形し、そのことによって上記係止機構部の係止作用が解除可
能に構成され、
　

、
　

　上記容器本体の天面部には、 開口部を囲む位置で、上記天面部の撓み変
形が係止機構部へ最も伝わり易い位置に押圧指定部が形成された容器。
【請求項２】
　上記弾性体がゴム状弾性体である に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【産業上の利用分野】
本発明は、蓋の開閉構造を改造した容器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、ウエットペーパーを収納する容器には、一般に、容器本体の天面部に開口部が形
成され、この開口部を覆う蓋が、上記容器本体にヒンジにて接合して構成されている。更
に、蓋は係止機構部を介して容器本体に係止され、この係止機構部が容器本体内を密封す
る機能も果たしている（第１従来例）。
【０００３】
また、第２従来例としての容器は、実公平 5-35085 号公報に記載されており、蓋の後半部
を容器の傾斜座面に押し付けることにより、蓋の前半部を起立させ、蓋を開蓋させるよう
にしたものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記第１従来例では、係止機構が密封性も備えているため、開蓋に際しては、一方の手で
容器本体を押え、他方の手で蓋を持ち上げなければならず、両方の手を必要とする。然も
、蓋が所定の全開角度になるまで、この蓋を持ち続けなければならない。
【０００５】
また、第２従来例においては、蓋の後半部を片手で押し付けることにより、蓋の前半部を
起立させて蓋を開くものであるため、蓋の前半部が所定角度になるまで蓋の後半部を押し
続けなければならない。
【０００６】
本発明は、上述の事情を考慮してなされたものであり、片手を用いるだけで、蓋を即座に
開けることができる容器を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の本発明は、可撓性の天面部の一部に開口部が形成された容器本体と、
上記容器本体の天面部にヒンジにより回動可能に接合されて 上記開口部
を覆う蓋と、 容器本体の上記ヒンジに対し反対側の上記天面部に連なる部分と上記蓋
とに設けられ、該蓋の閉時に互いに係止して該蓋を閉蓋位置に保つ係止機構部とを有し、
上記容器本体の天面部の 開口部以外 を押圧することにより、上記天
面部に連なる部分が撓み変形し、そのことによって上記係止機構部の係止作用が解除可能
に構成され、

、

上記容器本体の天面部には、 開口部を囲む位置で、
上記天面部の撓み変形が係止機構部へ最も伝わり易い位置に押圧指定部が形成された容器
である。
【００１３】
【実施例】
図１は容器の一実施例を示す斜視図、図２は容器の閉蓋状態を示す模式図、図３は容器の
開蓋状態を示す模式図、図４は係止機構部を示す模式図、図５は弾性体を示す模式図であ
る。
【００１４】
容器１０は、使用目的に応じた液体（例えば水や薬液）を含浸したウエットペーパー等の
内容物を収納する容器であり、容器本体１１、蓋１２とを有している。
【００１５】
容器本体１１は、ウエットペーパー等の内容物を収納可能とする箱体１３と、この箱体１
３の上縁部に嵌着される中蓋１４とを有する。そして、容器本体１１は、中蓋１４の天面
部１４Ａに設けたシールリング１５内に開口部としての透口１６を形成し、この透口１６
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から、箱体１３内の内容物を取出し可能としている。中蓋１４は、天面部１４Ａ、側面部
１４Ｂの全体を可撓性を有するプラスチックにて構成している。
【００１６】
蓋１２は、容器本体１１を構成している中蓋１４の天面部１４Ａ回りにおける１つの側面
部１４Ｂの側傍にヒンジ２０を介して回動可能に接合され、容器本体１１の透口１６を覆
う。
【００１７】
そして、蓋１２は、その内面にインナリング２１、アウタリング２２を備え、蓋１２の閉
蓋時に、インナリング２１を中蓋１４のシールリング１５に嵌合させて透口１６を封止可
能とし、アウタリング２２を中蓋１４の天面部１４Ａに突き当て可能としている。この透
口１６の密封により、容器本体１１の内容物の湿潤状態を保つ。
【００１８】
尚、蓋１２は、ヒンジ２０を介して、中蓋１４と一体成形されている。但し、蓋１２は、
中蓋１４と別体とされ、ヒンジピンを介して中蓋１４と接合されるものであっても良い。
【００１９】
容器本体１１を構成している中蓋１４の天面部１４Ａと、蓋１２におけるヒンジ２０の近
傍には、ゴム状弾性体３０が配設される。ゴム状弾性体３０は、蓋１２の閉蓋時に、中蓋
１４と蓋１２との間で弾性変形し、この弾性復元力により蓋１２を全開可能とする。
【００２０】
ゴム状弾性体３０は、一端部と他端部とを直角に交差させて一体化したＬ字状をなし（図
５）、一端部を中蓋１４の天面部１４Ａに設けた取付孔３１に嵌着し、他端部を蓋１２の
全開状態で該蓋１２の内面に当接するように設定されている。
【００２１】
尚、ゴム状弾性体３０は、ゴム又はエラストマー等（例えばコンパウンドとして信越化学
工業ＫＥ９５１Ｕと、加硫剤として同社製Ｃ－８とで合成されるメチルビニル系生ゴム）
から構成される。
【００２２】
容器本体１１を構成している中蓋１４の上記ヒンジ２０と反対側の側面部１４Ｂには係止
凹部４１が設けられ、蓋１２の閉蓋時に上記側面部１４Ｂを覆う部分には舌片４２が設け
られ、舌片４２は上記係止凹部４１に係止する係止凸部４３を備えている。係止凹部４１
と係止凸部４３は、係止機構部を形成し、蓋１２の閉蓋時に互いに係止し、ゴム状弾性体
３０の弾性復元力に抗して蓋１２を閉蓋位置に保つ。
【００２３】
中蓋１４側の係止凹部４１と蓋１２側の係止凸部４３の係止作用は、容器本体１１を構成
している中蓋１４の天面部１４Ａが押圧されることによる側面部１４Ｂの撓み変形により
、解除される。即ち、中蓋１４の天面部１４Ａが押圧力Ｆにより押圧されると（図４（Ａ
））、天面部１４Ａに連なる側面部１４Ｂが図４（Ｂ）にＴで示す如くにひねられる撓み
変形を生じ、これによって側面部１４Ｂが箱内方側に反り返り、側面部１４Ｂの係止凹部
４１が蓋１２の係止凸部４３から外れるものとなる。
【００２４】
尚、容器本体１１を構成している中蓋１４の天面部１４Ａで、蓋１２が被着される部分の
両側には、押圧指定部としてのエンボス５０Ａ、５０Ｂが一体形成されている。エンボス
５０Ａ、５０Ｂは、天面部１４Ａの押圧変形を側面部１４Ｂの係止凹部４１に最も伝え易
い位置に設けられたものである。
【００２５】
従って、容器１０は、以下の如くに用いられる。
蓋１２の閉蓋時には、中蓋１４側の係止凹部４１と蓋１２側の係止凸部４３との係止作用
により、蓋１２の閉蓋に伴って弾性変形されたゴム状弾性体３０の弾性復元力に抗し、蓋
１２の閉蓋状態が維持される（図２）。
【００２６】
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蓋１２の開蓋に際し、中蓋１４のエンボス５０Ａ、５０Ｂを押圧すると、前述の如くによ
り、中蓋１４側の係止凹部４１と蓋１２側の係止凸部４３との係止作用が解除される。こ
れにより、ゴム状弾性体３０の弾性復元力が蓋１２の内面を押し、この蓋１２を全開まで
開蓋する（図３）。
【００２７】
以下、本実施例の作用について説明する。
▲１▼ゴム状弾性体３０の弾性復元力が蓋１２に作用した蓋１２の閉蓋状態で、容器本体
１１の可撓性の天面部１４Ａが押圧されると、その天面部１４Ａに連なる側面部１４Ｂの
撓み変形によって、係止機構部（中蓋１４側の係止凹部４１と蓋１２側の係止凸部４３）
の係止作用が解除されることから、このとき、ゴム状弾性体３０の弾性復元力により蓋１
２が全開し、天面部１４Ａの透口１６が開く。このため、容器１０を床或いは机上等に置
き、容器本体１１の天面部１４Ａを片手で押圧するだけで、蓋１２を即座に全開させるこ
とができ、その片手で、天面部１４Ａの透口１６から容器本体１１の内容物を取り出すこ
とができる。
【００２８】
▲２▼ゴム状弾性体３０の一端が容器本体１１の天面部１４Ａ又は蓋１２のいずれか一方
に設置され、他端部が、蓋１２の全開状態において、上記蓋１２或いは天面部１４Ａの他
方に当接し得るよう構成されたので、ゴム状弾性体３０の弾性復元力を蓋１２の全開位置
まで確実に作用させることができ、蓋１２を所定角度の全開位置に安定して位置付けるこ
とができる。
【００２９】
▲３▼容器本体１１の天面部１４Ａには、天面部１４Ａの撓み変形が係止機構部へ最も伝
わり易い位置に押圧指定部（エンボス５０Ａ、５０Ｂ）が形成されたので、使用者の手を
、係止機構部を最も撓み変形させ易い天面部１４Ａの位置に容易に誘導させることができ
るとともに、上記天面部１４Ａの押圧によっても容器１０を転倒させず、その安定性を確
保できる。
【００３０】
以上、本発明の実施例を図面により詳述したが、本発明の具体的な構成はこの実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても本発明に
含まれる。例えば、容器本体を箱体１３と中蓋１４とで構成するとき、蓋１２は箱体１３
にヒンジを介して接合するものであっても良く、また、蓋１２に相対する係止部も箱体１
３に設けることができる。
【００３１】
また、ゴム状弾性体の一端部を蓋側に取付けても良く、或いは一端部を容器本体側に他端
部を蓋側に取付けても良い。
【００３２】
また、ゴム状弾性体に代わる他の弾性体を用いることもできる。但し、ゴム状弾性体は、
板ばね等の金属製でないので腐食せず、このため、容器本体内の内容物に錆が混入するこ
とがない。また、ゴム状弾性体の復元力は板ばね等のように過大でないため、蓋を適切な
速度で緩やかに開くことができる。
【００３３】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、片手を用いるだけで、蓋を即座に開くことのできる容器を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は容器の一実施例を示す斜視図である。
【図２】図２は容器の閉蓋状態を示す模式図である。
【図３】図３は容器の開蓋状態を示す模式図である。
【図４】図４は係止機構部を示す模式図である。
【図５】図５は弾性体を示す模式図である。
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【符号の説明】
１０　容器
１１　容器本体
１２　蓋
１４Ａ　天面部
１４Ｂ　側面部
１６　透口（開口部）
２０　ヒンジ
３０　ゴム状弾性体
４１　係止凹部（係止機構部）
４３　係止凸部（係止機構部）
５０Ａ、５０Ｂ　エンボス（押圧指定部）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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