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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を貯留する液体容器に設けられた開封機構と接続するジョイント部材を保持するジ
ョイント保持部材と、
　上記ジョイント保持部材に着脱可能に設けられ、上記液体容器を保持する容器保持部材
とを備え、
　上記容器保持部材は、上記液体容器を保持する際に該液体容器の開封機構が収納され、
該液体容器の開封機構の軸線を上記ジョイント部材の軸線に一致させる位置決め部を有し
、
　上記ジョイント保持部材は、上記ジョイント部材を保持する突部と、上記突部よりも低
い位置に形成され上記液体容器から漏出した上記液体を貯留する低部を有することを特徴
とする給液装置。
【請求項２】
　上記位置決め部は、筒状を成すことを特徴とする請求項１記載の給液装置。
【請求項３】
　上記ジョイント保持部材は、上記容器保持部材内に嵌合されていることを特徴とする請
求項１又は請求項２記載の給液装置。
【請求項４】
　上記容器保持部材は、上記ジョイント保持部材内に嵌合されていることを特徴とする請
求項１又は請求項２記載の給液装置。
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【請求項５】
　上記ジョイント部材は、上記液体容器から液体を取り込む取込開口部を有する筒状部と
、該筒状部に摺動可能に設けられたシャッタ部と、該シャッタ部が該取込開口部を覆うよ
うに付勢する付勢部とを有することを特徴とする請求項１－４の何れか記載の給液装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を貯留する液体容器が装着される給液装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウォータサーバ等の給液装置では、ミネラルウォータ等の液体を貯留する液体容器がサ
ーバ本体の例えば上部等に装着されることが多い。更に、この種の給液装置は、深い凹状
の装着部の底面部に、液体容器と連結されるジョイント部材が設けられている（特許文献
１，２参照）。これらのジョイント部材は、例えば、全体がピン状を成し、周囲に、液体
容器から液体を取り込む取込開口部が形成されている。そして、給液装置は、液体容器が
装着部に装着された際、ジョイント部材が液体容器の口部に突き刺さり連結されることで
、取込開口部から液体容器の液体を取り込むことが出来る。
【０００３】
　しかしながら、従来の給液装置は、装着部が深い凹状に形成されていると共に、液体容
器の口部よりもやや大きなだけの小さな直径で形成されている。従って、従来の給液装置
は、装着部から液体容器を取り外した際に、装着部の内部に溜まった液体や付着した塵埃
や雑菌等の掃除がし難い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０４６４４６号公報
【特許文献２】特開２０１０－２６９８２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、液体容器が装着される装着
部の掃除が容易に出来、衛生状態を維持することが出来る給液装置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】
【０００６】
　本発明に係る給液装置は、液体を貯留する液体容器に設けられた開封機構と接続するジ
ョイント部材を保持するジョイント保持部材と、上記ジョイント保持部材に着脱可能に設
けられ、上記液体容器を保持する容器保持部材とを備え、上記容器保持部材は、上記液体
容器を保持する際に該液体容器の開封機構が収納され、該液体容器の開封機構の軸線を上
記ジョイント部材の軸線に一致させる位置決め部を有し、上記ジョイント保持部材は、上
記ジョイント部材を保持する突部と、上記突部よりも低い位置に形成され上記液体容器か
ら漏出した上記液体を貯留する低部を有する。
【０００７】
　更に、上記位置決め部は、筒状を成すようにしても良い。
【０００８】
　更に、上記ジョイント保持部材は、上記容器保持部材内に嵌合されているようにしても
良い。
【０００９】
　更に、上記容器保持部材は、上記ジョイント保持部材内に嵌合されているようにしても
良い。
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【００１０】
　更に、上記ジョイント部材は、上記液体容器から液体を取り込む取込開口部を有する筒
状部と、該筒状部に摺動可能に設けられたシャッタ部と、該シャッタ部が該取込開口部を
覆うように付勢する付勢部とを有するようにしても良い。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の給液装置は、液体容器の開封機構が容器保持部材の位置決め部内に収納される
と、この位置決め部によって、液体容器の開封機構の軸線とジョイント保持部材のジョイ
ント部材の軸線とが略一致するように位置決めされるので、液体容器を、開封機構側を挿
入端として、開封機構を位置決め部に挿入しつつ、容器保持部材内に挿入するといった簡
単な動作を行うことで、液体容器の開封機構の軸線とジョイント保持部材のジョイント部
材の軸線とが略一致するように配置することが出来、液体容器を容易に正しくジョイント
部材に装着することが出来る。
【００１２】
　更に、本発明の給液装置は、容器保持部材がジョイント保持部材に着脱可能に設けられ
ているので、容器保持部材をジョイント保持部材から取り外すことで、容器保持部材の位
置決め部、ジョイント部材及びジョイント保持部材等に付着した液体や塵埃や雑菌等を容
易に拭きとることが出来、簡単に掃除することが出来る。従って、本発明の給液装置は、
従来よりも容易に衛生状態を維持することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明を適用した給液装置を示す斜視図である。
【図２】液体容器体を示した断面図である。
【図３】装着機構を示した断面図である。
【図４】開封機構を示した拡大断面図である。
【図５】容器コネクタを示した断面図である。
【図６】開封部材を示した断面図である。
【図７】開封機構を示した斜視図である。
【図８】容器保持部材がジョイント保持部材から離脱した装着機構を示した断面図である
。
【図９】（Ａ）は、取込開口部が露出されたジョイント部材を示した斜視図であり、（Ｂ
）は、取込開口部が覆われたジョイント部材を示した斜視図である。
【図１０】液体容器体が容器保持部材内に挿入された装着機構を示した断面図である。
【図１１】ジョイント部材の先鋭部によって液体容器体の保護フィルムが切り裂かれた装
着機構を示した断面図である。
【図１２】開封部材内にジョイント部材のシャッタ部が差し込まれた装着機構を示した拡
大断面図である。
【図１３】開封部材内でジョイント部材の取込開口部が露出された装着機構を示した拡大
断面図である。
【図１４】開封部材の刃部で容器コネクタの底部の打抜部を打ち抜いた装着機構を示した
断面図である。
【図１５】開封部材の刃部で容器コネクタの底部の打抜部を打ち抜いた装着機構を示した
拡大断面図である。
【図１６】液体容器体が高さ方向の一端側に持ち上げられた装着機構を示した断面図であ
る。
【図１７】開封部材が容器コネクタのコネクタ部内に嵌合された装着機構を示した拡大断
面図である。
【図１８】開封部材内でジョイント部材の取込開口部が覆われた装着機構を示した拡大断
面図である。
【図１９】液体容器体がジョイント部材から離脱された装着機構を示した断面図である。
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【図２０】液体容器体が容器保持部材から離脱された装着機構を示した断面図である。
【図２１】ジョイント保持部材内に容器保持部材が嵌合された装着機構を示した断面図で
ある。
【図２２】ジョイント保持部材内に容器保持部材が嵌合された装着機構の容器保持部材を
示した斜視図である。
【図２３】ジョイント保持部材内に容器保持部材が嵌合された装着機構の変形例を示した
断面図である。
【図２４】ジョイント保持部材内に容器保持部材が嵌合された装着機構の容器保持部材の
変形例を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を適用した給液装置について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお
、本発明は、以下の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で任意
に変更可能である。
【００１５】
　本発明を適用した給液装置１は、例えばウォータサーバ等であり、図１に示すように、
本体１０と、本体１０内に設けられ、ミネラルウォータ等の液体を貯留する液体容器体２
０が装着される装着機構３０とを備えている。更に、図２に示すように、液体容器体２０
は、容器２１と容器２１が収納される収納箱２２とで構成され、容器２１に注水口となる
開封機構４０が取り付けられている。更に、装着機構３０は、図３に示すように、液体容
器体２０の開封機構４０に嵌入されて接続されるジョイント部材１１０と、液体容器体２
０をジョイント部材１１０に対して位置決めして保持する位置決め保持機構７０とで構成
されている。
【００１６】
＜本体＞
　本体１０は、図１に示すように、液体を冷却する冷却タンク（不図示）と液体を温める
加熱タンク（不図示）とを内蔵している。冷却タンクは、例えば配管を介して装着機構３
０のジョイント部材１１０と連結されており、装着機構３０に装着された液体容器体２０
から流入された液体を、本体１０に内蔵された熱交換器等の冷却装置によって所定の温度
となるように冷やす。加熱タンクは、例えば配管を介して装着機構３０のジョイント部材
１１０又は冷却タンクと連結されており、装着機構３０に装着された液体容器体２０又は
冷却タンクから流入された液体を、本体１０に内蔵されたヒーター等の加熱装置によって
所定の温度となるように温める。
【００１７】
　また、本体１０の前面１０ａには、冷却タンクで冷やされた液体を外部に供給する第一
供給口（不図示）と、加熱タンクで温められた液体を外部に供給する第二供給口（不図示
）とが設けられている。第一供給口は、例えば配管を介して冷却タンクと連結されており
、使用者等によって操作されると、冷却タンクで冷やされた液体を外部に供給する。第二
供給口は、例えば配管を介して加熱タンクと連結されており、使用者等によって操作され
ると、加熱タンクで加熱された液体を外部に供給する。なお、供給口は、冷やされた液体
を供給する第一供給口と温められた液体を供給する第二供給口とに分かれているが、一つ
の供給口で冷やされた液体と温められた液体とを切り替えて供給する構造であっても良い
。
【００１８】
　また、本体１０の下部に形成された空間部１１内には、本体１０の縦幅方向（前面・後
面方向）Ｘに摺動可能な摺動機構１２が設けられており、この摺動機構１２の摺動板１２
ａ上に、液体を貯留する液体容器体２０が装着される装着機構３０が設けられている。摺
動機構１２は、装着機構３０に液体容器体２０が取り付けられる又は装着機構３０から液
体容器体２０が取り外される際、縦幅方向Ｘの一端側（外部側）に摺動させることで、装
着機構３０を本体１０の空間部１１から外部に引き出すことが出来る。その一方で、摺動
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機構１２は、装着機構３０に液体容器体２０が取り付けられた後、縦幅方向Ｘの他端側（
空間部１１側）に摺動させることで、装着機構３０を本体１０の空間部１１に収納するこ
とが出来る。
【００１９】
　従って、本体１０は、下部に形成された空間部１１に液体容器体２０を収納することが
出来るので、従来の給液装置のように本体の上部に容器装着部（容器収納部）が設けられ
ているものよりも、液体容器体２０を持ち上げる負担を軽減することが出来、容易に液体
容器体２０の取り付けを行うことが出来る。更に、本体１０は、液体容器体２０が装着さ
れる装着機構３０を摺動機構１２によって容易に空間部１１から引き出すことが出来るの
で、単に本体の下部に容器収納部が設けられているものよりも、容易に液体容器体２０の
取り付けを行うことが出来る。
【００２０】
＜液体容器体＞
　液体容器体２０は、図２に示すように、液体を貯留する容器２１と、容器２１が収納さ
れる収納箱２２とで構成されている。容器２１は、ネック部２４に注水口となる開封機構
４０が取り付けられている。更に、容器２１は、例えば、段ボール等によって組み立てら
れた収納箱２２の高さ方向Ｚの一端側の一端面２２ａに形成された貫通口２３から開封機
構４０が外部に突出するように、収納箱２２に収納されている。すなわち、液体容器体２
０は、所謂、ＢＩＢ（バックインボックス）型の構造を有している。そして、液体容器体
２０は、容器２１が収納箱２２に収納されたままの状態で、開封機構４０が突出されてい
る収納箱２２の一端面２２ａを挿入端として、装着機構３０に挿入されて装着される。な
お、収納箱２２は、高さ方向Ｚの他端側の他端面２２ｂに他端側に一対のフラップ部２５
，２５を延在させて、フラップ部２５に貫通口２６を形成して、液体容器体２０を装着機
構３０に取り付ける又は装着機構３０から取り外す際に使用者によって把持される把持部
を設けるようにしても良い。
【００２１】
＜容器＞
　容器２１は、液体を貯留する容器であって、例えばポリプロピレン、ポリエチレン、ポ
リアミド（ナイロン）、ポリエチレンテレフタレート等の合成樹脂材料で成形された容量
が可変の可撓性容器や、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の合成樹脂材料
でブロー成形等によって成形された容量が可変でないハード容器が用いられる。このよう
な容器２１には、液体として、水、ミネラルウォータ等の他に、ジュース、コーヒー、紅
茶、スープ等の液体の他、ゲル状乃至スラリー状の流動体や砂糖や塩等の差状流動体等を
収容することが出来る。
【００２２】
＜開封機構＞
　更に、容器２１には、図４に示すように、ネック部２４が設けられている。更に、ネッ
ク部２４の先端には、注水口となる開封機構４０が設けられている。この開封機構４０は
、ネック部２４に取り付けられる容器コネクタ５１と、容器コネクタ５１内に配設される
開封部材６１とで構成されている。
【００２３】
＜容器コネクタ＞
　容器コネクタ５１は、図４及び図５に示すように、有底筒状のコネクタ部５２の基端部
に、容器２１の筒状のネック部２４に固定するための取付部５３が外側に張り出して形成
されている。この取付部５３は、コネクタ部５２に一体に設けられ、コネクタ部５２を覆
うようにコネクタ部５２の外周に設けられた筒状の第一筒状部５３ａと、第一筒状部５３
ａの先端部に基端側に外折りに設けられた第二筒状部５３ｂとで構成されている。第一筒
状部５３ａの外径は、ネック部２４の内径とほぼ同じ大きさに形成され、第二筒状部５３
ｂの内径は、ネック部２４の外径とほぼ同じ大きさに形成されている。更に、第二筒状部
５３ｂの内周面には、ネック部２４の外周面の先端部又は先端部近傍に形成されたネック
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側嵌合部２４ａと嵌合する取付部側嵌合部５３ｃが形成されている。そして、容器コネク
タ５１は、容器コネクタ５１の取付部５３の第一筒状部５３ａと第二筒状部５３ｂとの間
の隙間に容器２１のネック部２４を差し込み、第一筒状部５３ａと第二筒状部５３ｂとで
ネック部２４を狭持した状態で、第二筒状部５３ｂの取付部側嵌合部５３ｃをネック部２
４のネック側嵌合部２４ａと嵌合させることで、容器２１に固定される。
【００２４】
　また、有底筒状のコネクタ部５２の底部は、開封部材６１によって打ち抜かれる打抜部
５４となる。ここでは、打抜部５４の周囲は、薄肉部５４ａが設けられており、開封部材
６１で打抜部５４を打ち抜き易くなっている。更に、コネクタ部５２の底部には、略中央
部に容器２１側に向けて凹状の凹部５４ｂが設けられている。この凹部５４ｂは、開封部
材６１がジョイント部材１１０によって押される際にジョイント部材１１０の先端部に形
成された突破部１１５が収納される凹部６５の逃げ部である。これにより、コネクタ部５
２の底部は、凹部６５に干渉されることなく、開封部材６１の刃部６３と当接することが
出来る。
【００２５】
　更に、コネクタ部５２の内周面には、段差によって構成されたストッパ５５が形成され
ている。このストッパ５５は、開封部材６１の突部６６と係止されることで、開封部材６
１が容器２１の打抜部５４を打ち抜いた際に開封部材６１が容器２１の内部に抜脱しない
ように構成されている。
【００２６】
　更に、コネクタ部５２の内周面には、内側に張り出すように係止部５６が形成されてい
る。この係止部５６は、例えば、コネクタ部５２の内周面のストッパ５５よりも基端側に
、コネクタ部５２の内側にリング状に突設されて凸リング状に設けられている。そして、
係止部５６は、開封部材６１の筒状部６２の外周面に形成された封止部６８と係止するこ
とで、開封部材６１が先端側からコネクタ部５２の外部に抜脱しないようにする。
【００２７】
　更に、容器コネクタ５１の取付部５３の第二筒状部５３ｂの先端側の先端面には、保護
フィルム５７が貼着されている。この保護フィルム５７は、例えばタンパーエビデンスフ
ィルム等であり、コネクタ部５２及び開封部材６１を塵埃や雑菌等から保護し、衛生状態
を維持する。このような保護フィルム５７は、例えば液体容器体２０がジョイント部材１
１０に取り付けられる際に、ジョイント部材１１０の突破部１１５によって切り裂かれる
。ここで突破部１１５は、保護フィルム５７にある程度の集中した圧力を付与することが
出来るようになっていれば良く、例えば、先鋭状であっても先丸状であっても良く、突破
部１１５によって保護フィルム５７がと破断されるように構成される。従って、保護フィ
ルム５７が剥がされていないことや切り裂かれていないことを確認することで、使用者は
、容器２１が密封された状態から手が加えられていないことを容易に把握することが出来
る。なお、保護フィルム５７は、突破部１１５によって切り裂かれた後に容器コネクタ５
１や開封部材６１に干渉しないように、配向性を有する材料で形成され、切り裂かれると
、配向方向に沿って内側に折り曲げられ、容器コネクタ５１や開封部材６１から退避する
ようにしても良い。更に、保護フィルム５７は、張力が付加された状態で取り付けられ、
切り裂かれると、第二筒状部５３ｂの縁部側に逃げて、容器コネクタ５１や開封部材６１
から退避するようにしても良い。勿論、保護フィルム５７の破断部には、ハーフカット等
による易断部を設けても良い。
【００２８】
＜開封部材＞
　開封部材６１は、図４及び図６に示すように、容器コネクタ５１と別部材であり、容器
コネクタ５１の打抜部５４を打ち抜いたときに容器２１の内部に挿入される筒状部６２と
、容器２１の打抜部５４を打ち抜く刃部６３と、ジョイント部材１１０と連通する連通部
６４とを有している。
【００２９】
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　筒状部６２は、外径が容器コネクタ５１のコネクタ部５２のストッパ５５よりも基端側
の内周面の内径とほぼ同じ大きさとなるように形成されており、コネクタ部５２の軸方向
に摺動可能にコネクタ部５２内に収納されている。更に、筒状部６２の基端部は、閉塞さ
れ、平坦に形成されている。
【００３０】
　更に、筒状部６２の基端面には、図７に示すように、その縁部に沿うように、容器２１
側に向けて先鋭状をなす刃部６３が少なくとも一個形成されている。例えば、刃部６３は
、筒状部６２の基端面の一部の領域の縁部Ｗ以外に複数個形成されている。これにより、
打抜部５４は、刃部６３が形成された領域に対応する領域では刃部６３によって打ち抜か
れるが、刃部６３が形成されていない領域に対応する領域では打ち抜かれることがなく、
この打ち抜かれなかった領域がコネクタ部５２と打抜部５４とを連結する連結部となり、
この連結部によって打抜部５４が容器２１内を浮遊することを防止することが出来る。な
お、刃部６３は、筒状部６２の基端面の全ての縁部に亘って複数個形成されるようにして
も良い。
【００３１】
　このような刃部６３は、開封部材６１がジョイント部材１１０によって押されると、容
器２１側に移動し、容器コネクタ５１の底部の打抜部５４を打ち抜く。なお、容器コネク
タ５１には、薄肉部５４ａが形成され、打ち抜き易くなっているので、刃部６３を設けな
くても良い。
【００３２】
　また、図４及び図６に示すように、筒状部６２の基端面には、略中心部に容器２１側に
向けて凹状の凹部６５が設けられている。この凹部６５は、開封部材６１がジョイント部
材１１０によって押される際に、ジョイント部材１１０の先端面に形成された突破部１１
５が収納される逃げ部である。これにより、筒状部６２の基端面は、ジョイント部材１１
０の突破部１１５に干渉されることなく、ジョイント部材１１０の先端面と密接させるこ
とが出来る。なお、ジョイント部材１１０の突破部１１５を凹部６５に収納することで、
ジョイント部材１１０と開封部材６１との位置決めを行うようにしても良い。
【００３３】
　また、筒状部６２の外周面の先端部には、外側に張り出した突部６６が連続又は断続的
に形成されている。この突部６６は、開封部材６１がジョイント部材１１０によって押さ
れてコネクタ部５２内を容器２１側に移動したときに、ストッパ５５に係止されて、開封
部材６１の押し込み量を規制し、開封部材６１が容器２１内に抜脱しないようにする。な
お、突部６６の外径は、ジョイント部材１１０が開封部材６１を押圧する押圧力を小さく
する観点からコネクタ部５２のストッパ５５の内径より小さく設けるようにしても良く、
コネクタ部５２の内周面と開封部材６１の外周面との隙間から液体漏れが発生しないよう
に、コネクタ部５２のストッパ５５の内径とほぼ同じ大きさ又はやや大きく設けて、コネ
クタ部５２のストッパ５５の内周面に圧接するように設けても良い。
【００３４】
　また、筒状部６２の外周面の基端側には、外側に張り出した封止部６７，６８が設けら
れている。封止部６７は、例えば、外側にリング状に少なくとも一個突設された凸リング
部や、ゴムパッキン及びＯリング等の別体の封止部材等で構成されており、筒状部６２の
外周部の基端部又は基端部近傍に設けられている。封止部６８は、封止部６７と同様に、
例えば、外側にリング状に少なくとも一個突設された凸リング部や、ゴムパッキン及びＯ
リング等の別体の封止部材等で構成されており、筒状部６２の外周部の封止部６７よりも
先端側でコネクタ部５２の係止部５６が当接する位置よりも基端側の中途部に設けられて
いる。そして、封止部６７，６８は、コネクタ部５２の係止部５６よりも基端側の内周面
に圧接される。これにより、封止部６７，６８は、コネクタ部５２の内周面と開封部材６
１の外周面との隙間から液体漏れが発生しないようにしている。更に、開封部材６１は、
封止部６７，６８によってコネクタ部５２の内周面に圧入保持されることで、コネクタ部
５２の内部で暴れ、刃部６３が欠損することが防止される。
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【００３５】
　また、筒状部６２の側面部には、開口部６９が複数個形成されており、内部には、容器
２１の内部とジョイント部材１１０とを連通する連通部６４が形成されている。この開口
部６９は、筒状部６２の側面部の全周に亘って等間隔に複数個形成されている。ここでは
、開口部６９は、筒状部６２の側面部の全周に亘って等間隔に二個形成されている。なお
、開口部６９は、一個又は三個以上形成されるようにしても良く、非等間隔に形成される
ようにしても良い。更に、開口部６９は、筒状部６２の軸方向において、封止部６７，６
８間に配置されるように形成されている。そして、開口部６９は、開封部材６１が容器コ
ネクタ５１の底部の打抜部５４を打ち抜いて容器２１の内部に進入した際、容器２１の内
部の液体を取り込み、連通部６４に導水し、ジョイント部材１１０に液体を供給する。
【００３６】
　以上のような開封機構４０を組み立てるに当たっては、図４に示すように、容器コネク
タ５１のコネクタ部５２の先端側から開封部材６１の刃部６３を挿入端として、開封部材
６１の全体がコネクタ部５２内に入るまで挿入される。この後、容器コネクタ５１は、取
付部５３の第二筒状部５３ｂの先端面に、保護フィルム５７が貼着される。そして、開封
部材６１が挿入された容器コネクタ５１は、容器２１のネック部２４に取付部５３が嵌合
されて、容器２１に固定される。なお、組立手順は、この順に限定されるものではない。
【００３７】
＜装着機構＞
　装着機構３０は、図１に示すように、本体１０の下部に形成された空間部１１内に本体
１０の縦幅方向Ｘに摺動可能な摺動機構１２の摺動板１２ａ上に取り付けられている。そ
して、装着機構３０は、液体容器体２０が取り付けられる又は取り外される際、縦幅方向
Ｘの一端側（外部側）に摺動されて、本体１０の空間部１１内から外部に引き出されて、
液体容器体２０が取り付けられる又は取り外される。その一方で、装着機構３０は、液体
容器体２０が取り付けられた後に、縦幅方向Ｘの他端側（空間部１１側）に摺動されて、
本体１０の空間部１１内に収納される。
【００３８】
　具体的に、装着機構３０は、図３に示すように、液体容器体２０の開封機構４０に嵌入
されて接続されるジョイント部材１１０と、液体容器体２０をジョイント部材１１０に対
して位置決めして保持する位置決め保持機構７０とを有している。
【００３９】
＜位置決め保持機構＞
　位置決め保持機構７０は、図３に示すように、ジョイント部材１１０を保持するジョイ
ント保持部材８０と、ジョイント保持部材８０に着脱可能に設けられ、液体容器体２０を
位置決めして保持する容器保持部材９０とを有している。
【００４０】
＜ジョイント保持部材＞
　ジョイント保持部材８０は、図３に示すように、底面部８０ａと、底面部８０ａの全周
に高さ方向Ｚの一端側に向けて突設された側壁部８０ｂとを有し、上面が開口された平面
視略矩形の箱状に形成されている。
【００４１】
　更に、ジョイント保持部材８０の底面部８０ａには、高さ方向Ｚの一端側に向けて突設
された突部８１と、突部８１の周辺に突部８１よりも一段低い低部８２とが設けられてい
る。更に、この突部８１には、ジョイント部材１１０が貫通された状態で保持されている
。
【００４２】
　このようなジョイント保持部材８０は、図８に示すように、容器保持部材９０が着脱可
能に取り付けられているので、例えば液体容器体２０がジョイント部材１１０から取り外
された際に液体がジョイント保持部材８０にこぼれても、容器保持部材９０を取り外すこ
とで、容易に液体を拭きとることが出来、従来よりも簡単に掃除をすることが出来る。更
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に、ジョイント保持部材８０は、ジョイント保持部材８０にこぼれた液体はジョイント部
材１１０が取り付けられている突部８１よりも一段低い低部８２に溜るので、ジョイント
部材１１０と突部８１の間から漏水が発生することを防止することが出来る。更に、ジョ
イント保持部材８０は、こぼれた液体が低部８２に溜るので、容易に液体を拭きとること
が出来、従来よりも簡単に掃除をすることが出来る。従って、当該給液装置１は、衛生状
態を維持することが出来る。
【００４３】
　なお、ジョイント保持部材８０は、突部８１の上面にこぼれた液体が低部８２により確
実に流れるように、突部８１の上面に、中央部から低部８２に向けて次第に低くなるよう
に、傾斜を設けるようにしても良い。更に、ジョイント保持部材８０は、低部８２にこぼ
れた液体が隅部にまとめて溜るように、低部８２に、突部８１側から側壁部８０ｂ側に向
けて次第に低くなるように、傾斜を設けるようにしても良い。
【００４４】
　更に、図３に示すように、ジョイント保持部材８０の側壁部８０ｂには、高さ方向Ｚの
一端部に、フランジ部８３が設けられている。このフランジ部８３は、側壁部８０ｂの高
さ方向Ｚの一端部から外側に張り出すように設けられた第一壁部８３ａと、第一壁部８３
ａの先端部から高さ方向Ｚの他端側に向けて設けられた第二壁部８３ｂとで構成されてい
る。第一壁部８３ａは、容器保持部材９０がジョイント保持部材８０に取り付けられる際
に、容器保持部材９０の底面部９０ａと当接され、容器保持部材９０が載置される載置部
となる。第二壁部８３ｂは、容器保持部材９０がジョイント保持部材８０に取り付けられ
る際に、外周面が容器保持部材９０の他端側側壁部９０ｃの内周面と当接され、容器保持
部材９０をジョイント保持部材８０に位置決めすると共に、容器保持部材９０が高さ方向
Ｚの他端側に摺動する際にガイドする。具体的には、第二壁部８３ｂは、容器保持部材９
０の位置決め部９１の貫通口９２の軸線がジョイント保持部材８０のジョイント部材１１
０の軸線と略一致するように、容器保持部材９０をジョイント保持部材８０に位置決めす
る。すなわち、第二壁部８３ｂは、容器保持部材９０を位置決めする位置決め部として機
能すると共に、容器保持部材９０を摺動する際のガイド部として機能する。
【００４５】
　なお、フランジ部８３は、第二壁部８３ｂを設けずに、第一壁部８３ａだけで構成され
るようにしても良い。第一壁部８３ａだけで構成される場合であっても、容器保持部材９
０がジョイント保持部材８０に取り付けられる際に、第一壁部８３ａの端部８３ｃが、容
器保持部材９０の他端側側壁部９０ｃの内周面と当接されることで、容器保持部材９０を
ジョイント保持部材８０に位置決めすると共に、容器保持部材９０が高さ方向Ｚの他端側
に摺動する際にガイドすることが出来る。
【００４６】
＜容器保持部材＞
　容器保持部材９０は、図３に示すように、ジョイント保持部材８０に着脱可能に設けら
れ、内部に液体容器体２０を位置決めして保持する。
【００４７】
　具体的に、図３に示すように、容器保持部材９０は、ジョイント保持部材８０と同様に
、底面部９０ａと、底面部９０ａの全周に高さ方向Ｚの一端側に向けて突設された側壁部
９０ｂとを有し、上面が開口された平面視略矩形の箱状に形成されている。そして、容器
保持部材９０は、底面部９０ａと側壁部９０ｂとから成る空間部に例えば液体容器体２０
の一部が収納される。
【００４８】
　更に、容器保持部材９０の底面部９０ａには、高さ方向Ｚの他端側に向けて突設され、
容器保持部材９０内に液体容器体２０が収納される際に、液体容器体２０の開封機構４０
が収納される筒状の位置決め部９１が設けられている。この位置決め部９１は、高さ方向
Ｚの一端及び他端の両端が開口されており、内部に貫通口９２が形成されている。更に、
位置決め部９１は、容器保持部材９０がジョイント保持部材８０に取り付けられた際に、
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先端部がジョイント保持部材８０の底面部８０ａ（突部８１）と当接するように設けられ
ている。更に、位置決め部９１は、内周面の大きさが、液体容器体２０の開封機構４０の
外周面の大きさとほぼ同じとなるように設けられている。そして、位置決め部９１は、容
器保持部材９０に液体容器体２０が収納される際に、液体容器体２０を位置決めする。具
体的には、位置決め部９１は、液体容器体２０の開封機構４０の軸線が位置決め部９１の
貫通口９２の軸線と略一致するように、液体容器体２０の開封機構４０を位置決めする。
更に、この位置決め部９１には、液体容器体２０の開封機構４０が収納されるので、液体
容器体２０が容器保持部材９０に収納された際に、収納箱２２の一端面２２ａと容器保持
部材９０の底面部９０ａとを確実に当接させることが出来る。
【００４９】
　更に、容器保持部材９０の側壁部９０ｂは、例えば液体容器体２０（収納箱２２）と平
面視でほぼ同じ大きさ又はやや大きくなるように形成されており、液体容器体２０を容器
保持部材９０に大まかに位置決めすると共に、液体容器体２０が高さ方向Ｚの他端側に摺
動する際にガイドする。すなわち、側壁部９０ｂは、液体容器体２０を位置決めする位置
決め部として機能すると共に、液体容器体２０を摺動する際のガイド部として機能する。
【００５０】
　更に、容器保持部材９０は、側壁部９０ｂの内周面に、リブ（不図示）が少なくとも一
個形成されている。このリブには、容器保持部材９０内に保持された液体容器体２０の収
納箱２２に噛み込む返し部が設けられている。更に、この返し部は、収納箱２２に噛み込
む係止力が容器保持部材９０とジョイント保持部材８０との間の嵌合力よりもやや小さく
なるように、設けられている。従って、容器保持部材９０内に保持された液体容器体２０
は、収納箱２２と返し部との間の係止力以上で容器保持部材９０とジョイント保持部材８
０との間の嵌合力以下の力で高さ方向Ｚの一端側に持ち上げることで、容器保持部材９０
をジョイント保持部材８０から離脱させることなく、容器保持部材９０から離脱させるこ
とが出来る。更に、容器保持部材９０は、容器保持部材９０とジョイント保持部材８０と
の間の嵌合力以上の力で高さ方向Ｚの一端側に持ち上げられると、ジョイント保持部材８
０から離脱させることが出来る。
【００５１】
　更に、側壁部９０ｂの高さ方向Ｚの一端部には、使用者が把持する把持部９４が設けら
れている。この把持部９４は、例えば、側壁部９０ｂの高さ方向Ｚの一端部を外側に折り
曲げた折曲部で構成さている。従って、容器保持部材９０は、ジョイント保持部材８０か
ら離脱させてジョイント保持部材８０に溜った液体等を拭きとり掃除する際に、使用者が
把持部９４を把持することで、容易に高さ方向Ｚの一端側に引き上げることが出来る。な
お、把持部９４は、折曲部で構成されることに限定されるものではなく、使用者が容器保
持部材９０を把持することが出来れば、従来公知の如何なる構成であっても良く、例えば
、底面部９０ａや側壁部９０ｂに形成された使用者の指等が挿入可能な貫通口で構成され
るようにしても良い。
【００５２】
　更に、容器保持部材９０は、底面部９０ａの全周に高さ方向Ｚの他端側に向けて突設さ
れた他端側側壁部９０ｃを有している。他端側側壁部９０ｃは、平面視した際、内周面の
形状及び大きさがジョイント保持部材８０のフランジ部８３とほぼ同じ形状及び大きさに
なるように設けられている。そして、他端側側壁部９０ｃは、容器保持部材９０がジョイ
ント保持部材８０に取り付けられる際に、ジョイント保持部材８０のフランジ部８３の第
二壁部８３ｂの外周面が内周面に当接され、容器保持部材９０がジョイント保持部材８０
に位置決めされると共に、容器保持部材９０が高さ方向Ｚの他端側に摺動する際にガイド
される。
【００５３】
＜ジョイント部材＞
　ジョイント部材１１０は、図４に示すように、内部に通水路１１１ａが形成されると共
に、側面部に通水路１１１ａと連通する取込開口部１１１ｂが形成された筒状部１１１と
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、筒状部１１１の軸方向に摺動可能に設けられ、取込開口部１１１ｂを覆うと共に露出さ
せるシャッタ部１１２と、液体容器体２０が未装着時にシャッタ部１１２が取込開口部１
１１ｂを覆うように付勢する付勢部１１３とを有している。
【００５４】
　筒状部１１１は、筒状に形成されており、内部に通水路１１１ａが形成されている。更
に、筒状部１１１は、図３に示すように、装着機構３０のジョイント保持部材８０の底面
部８０ａに立設されて設けられている。
【００５５】
　また、筒状部１１１の側面部の先端側には、図４及び図９に示すように、外側に張り出
したフランジ部１１４が形成されている。このフランジ部１１４は、外径が開封部材６１
の筒状部６２の内径とほぼ同じ大きさとなるように形成されている。そして、フランジ部
１１４は、ジョイント部材１１０が開封部材６１の筒状部６２内に差し込まれた際に、開
封部材６１の筒状部６２の内周面に圧接される。更に、筒状部１１１の側面部の先端側に
は、フランジ部１１４よりも基端側に、取込開口部１１１ｂが複数個形成されている。例
えば、取込開口部１１１ｂは、筒状部１１１の側面部に等間隔に二個形成されている。な
お、取込開口部１１１ｂは、筒状部１１１の側面部に一個又は三個以上形成されるように
しても良く、非等間隔に形成されるようにしても良い。
【００５６】
　更に、筒状部１１１の先端面には、先端が先鋭な突破部１１５が形成されている。従っ
て、液体容器体２０をジョイント部材１１０に取り付ける際に、この突破部１１５によっ
て保護フィルム５７を切り裂くことが出来るので、容器コネクタ５１から保護フィルム５
７を剥がす工程を省略することが出来る。
【００５７】
　シャッタ部１１２は、図４及び図９に示すように、筒状に形成されており、筒状部１１
１の外周上に筒状部１１１の軸方向に摺動可能に設けられている。更に、シャッタ部１１
２は、外径が開封部材６１の筒状部６２の内径とほぼ同じ大きさとなるように形成されて
いる。これにより、シャッタ部１１２は、開封部材６１の筒状部６２内に隙間無く圧入さ
れ、シャッタ部１１２と開封部材６１の間から漏水が発生することを防止することが出来
る。
【００５８】
　また、シャッタ部１１２の外周面の基端部には、外側に張り出した突部１１６が連続又
は断続的に形成されている。突部１１６は、シャッタ部１１２が開封部材６１の筒状部６
２内に挿入されると、開封部材６１の筒状部６２の基端面に係止される。そして、シャッ
タ部１１２は、液体容器体２０がジョイント部材１１０の基端側に移動されると、付勢部
１１３の付勢力に抗して基端側に移動されて、図９（Ａ）に示すように、筒状部１１１の
取込開口部１１１ｂを露出させる。その一方で、シャッタ部１１２は、液体容器体２０を
ジョイント部材１１０から取り外す等、液体容器体２０がジョイント部材１１０の先端側
に移動されると、付勢部１１３の付勢力によって先端側に移動されて、図９（Ｂ）に示す
ように、筒状部１１１の取込開口部１１１ｂを覆う。
【００５９】
　また、図４及び図９に示すように、シャッタ部１１２の外周面の先端部には、外側に張
り出すように封止部１１７が設けられている。この封止部１１７は、例えば、外側にリン
グ状に少なくとも１個突設された凸リング部や、ゴムパッキン及びＯリング等の別体の封
止部材等で構成されており、シャッタ部１１２の外周面の先端部に設けられている。そし
て、封止部１１７は、シャッタ部１１２が開封部材６１の筒状部６２内に挿入されると、
開封部材６１の筒状部６２の内周面に圧接される。これにより、封止部１１７は、開封部
材６１の筒状部６２の内周面とシャッタ部１１２の外周面との隙間から液体漏れが発生し
ないようにしている。
【００６０】
　付勢部１１３は、図３に示すように、例えば圧縮バネ又は永久磁石等で構成されており
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、筒状部１１１の外周上のジョイント保持部材８０の底面部８０ａとシャッタ部１１２の
基端面との間に配設されている。付勢部１１３は、液体容器体２０がジョイント部材１１
０に未装着の際やジョイント部材１１０から取り外される際に、シャッタ部１１２の先端
面が筒状部１１１のフランジ部１１４の基端面と当接して、シャッタ部１１２が筒状部１
１１の取込開口部１１１ｂを覆うように、シャッタ部１１２を先端部（フランジ部１１４
）側に付勢する。
【００６１】
＜取付方法＞
　次に、以上のような構成を有する給液装置１において、液体容器体２０を装着機構３０
に取り付ける取付方法について説明する。
【００６２】
　先ず、図１に示すように、当該給液装置１は、本体１０の摺動機構１２が縦幅方向Ｘの
一端側（外部側）に摺動されて、装着機構３０が本体１０の空間部１１内から外部に引き
出される。
【００６３】
　次いで、当該給液装置１は、図１に示すように、液体容器体２０が、容器２１が収納箱
２２に収納されたままの状態で、収納箱２２の開封機構４０側の一端面２２ａを挿入端と
して、液体容器体２０の開封機構４０を容器保持部材９０の位置決め部９１に挿入しつつ
、装着機構３０の容器保持部材９０内に挿入される。当該給液装置１は、図１０に示すよ
うに、液体容器体２０の開封機構４０が容器保持部材９０の位置決め部９１内に収納され
て、図１４に示すように、液体容器体２０の収納箱２２の一端面２２ａと容器保持部材９
０の底面部９０ａとが当接するまで、液体容器体２０が装着機構３０の容器保持部材９０
内に挿入される。
【００６４】
　この際、当該給液装置１は、図１０に示すように、先ず、液体容器体２０が容器保持部
材９０内に挿入されて、液体容器体２０の開封機構４０が容器保持部材９０の位置決め部
９１内に収納されると、図１１に示すように、ジョイント部材１１０の突破部１１５によ
って、液体容器体２０の保護フィルム５７が切り裂かれる。従って、当該給液装置１は、
液体容器体２０の容器２１から保護フィルム５７を剥がす工程を省略することが出来る。
なお、当該給液装置１は、液体容器体２０を容器保持部材９０内に挿入する前に、保護フ
ィルム５７を剥がしておくようにしても良い。
【００６５】
　次いで、当該給液装置１は、さらに液体容器体２０が高さ方向Ｚの他端側に移動される
と、図１２に示すように、ジョイント部材１１０のシャッタ部１１２が、シャッタ部１１
２の突部１１６と開封部材６１の筒状部６２の基端面とが係止されるまで、開封部材６１
内に差し込まれる。この際、ジョイント部材１１０は、シャッタ部１１２が開封部材６１
内に隙間無く圧入され、ジョイント部材１１０と開封部材６１の間から漏水が発生するこ
とを防止することが出来る。
【００６６】
　次いで、当該給液装置１は、さらに液体容器体２０が高さ方向Ｚの他端側に移動される
と、図１３に示すように、シャッタ部１１２が付勢部１１３の付勢力に抗して基端側に移
動され、開封部材６１内で筒状部１１１の取込開口部１１１ｂが露出される。
【００６７】
　次いで、図１４に示すように、当該給液装置１は、さらに液体容器体２０が高さ方向Ｚ
の他端側に移動されて、液体容器体２０の収納箱２２の一端面２２ａと容器保持部材９０
の底面部９０ａとが当接されると、図１５に示すように、容器コネクタ５１が高さ方向Ｚ
の他端側に移動されるのに伴って、ジョイント部材１１０の開封部材６１の刃部６３が容
器コネクタ５１の底部の打抜部５４を打ち抜く。そして、当該給液装置１は、ジョイント
部材１１０の筒状部１１１の取込開口部１１１ｂがコネクタ部５２から露出される。これ
により、液体容器体２０の容器２１の内部と開封部材６１の開口部６９とジョイント部材
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１１０の筒状部１１１の取込開口部１１１ｂと通水路１１１ａとが連通する。これにより
、容器２１の液体は、容器コネクタ５１及びジョイント部材１１０を介して給液装置１に
供給される。
【００６８】
　以上のようにして、当該給液装置１は、液体容器体２０を装着機構３０に取り付けるこ
とが出来る。
【００６９】
＜取外方法＞
　次に、以上のような構成を有する給液装置１において、液体容器体２０を装着機構３０
から取り外す取外方法について説明する。
【００７０】
　先ず、図１６に示すように、当該給液装置１は、液体容器体２０が使用者によって液体
容器体２０が装着機構３０に装着された状態から高さ方向Ｚの一端側に持ち上げられると
、図１７に示すように、開封機構４０のコネクタ部５２が高さ方向Ｚの一端側に移動され
て、開封機構４０の開封部材６１がコネクタ部５２内に収納される。
【００７１】
　次いで、当該給液装置１は、さらに液体容器体２０が高さ方向Ｚの一端側に移動される
と、図１８に示すように、シャッタ部１１２が付勢部１１３の付勢力によって高さ方向Ｚ
の一端側に移動されて、シャッタ部１１２によって開封部材６１内で筒状部１１１の取込
開口部１１１ｂが覆われる。
【００７２】
　次いで、当該給液装置１は、さらに液体容器体２０が高さ方向Ｚの一端側に移動される
と、図１９に示すように、シャッタ部１１２が開封部材６１内から取り出され、シャッタ
部１１２の突部１１６と開封部材６１の筒状部６２の基端面との係止状態が解除され、開
封機構４０がジョイント部材１１０から離脱する。
【００７３】
　次いで、図２０に示すように、当該給液装置１は、さらに液体容器体２０が高さ方向Ｚ
の一端側に持ち上げられると、液体容器体２０が容器保持部材９０内から取り出され、液
体容器体２０が装着機構３０から離脱する。
【００７４】
　以上のようにして、当該給液装置１は、液体容器体２０を装着機構３０から取り外すこ
とが出来る。
【００７５】
＜作用効果＞
　以上のように、本発明を適用した給液装置１は、容器コネクタ５１のコネクタ部５２内
に収納された開封部材６１がジョイント部材１１０の挿入ガイド部として機能することか
ら、ジョイント部材１１０が漏水を防止することが出来る。すなわち、給液装置１は、液
体が満杯に入った重い容器２１を有する液体容器体２０を、容易に正しく装着機構３０に
装着することが出来る。
【００７６】
　また、給液装置１は、容器保持部材９０がジョイント保持部材８０に着脱可能に設けら
れているので、図８に示すように、容器保持部材９０をジョイント保持部材８０から取り
外すことが出来るので、容器保持部材９０に液体容器体２０の開封機構４０を収納する筒
状の位置決め部９１が設けられていても、容器保持部材９０の位置決め部９１内、ジョイ
ント部材１１０及びジョイント保持部材８０に付着した液体や塵埃や雑菌等を容易に拭き
とることが出来、簡単に掃除することが出来る。従って、当該給液装置１は、従来よりも
容易に衛生状態を維持することが出来る。
【００７７】
　更に、給液装置１は、ジョイント保持部材８０の底面部８０ａに、ジョイント部材１１
０が取り付けられた突部８１の周辺に突部８１よりも一段低い低部８２が設けられており
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、液体容器体２０がジョイント部材１１０から取り外された際に、こぼれた液体がこの低
部８２に溜るので、ジョイント部材１１０と突部８１との間から漏水が発生することを防
止することが出来る。更に、給液装置１は、こぼれた液体が低部８２にまとめて溜るので
、従来の給液装置よりも、容易に液体を拭きとることが出来、従来よりも簡単に掃除をす
ることが出来る。従って、当該給液装置１は、従来よりも容易に衛生状態を維持すること
が出来る。
【００７８】
　また、給液装置１は、ジョイント保持部材８０の側壁部８０ｂのフランジ部８３の外周
面と容器保持部材９０の他端側側壁部９０ｃの内周面とが当接することによって、ジョイ
ント保持部材８０のジョイント部材１１０の軸線と容器保持部材９０の位置決め部９１の
貫通口９２の軸線とが略一致するように位置決めされている。更に、給液装置１は、液体
容器体２０が、容器２１が収納箱２２に収納されたままの状態で、収納箱２２の開封機構
４０側の一端面２２ａを挿入端として、液体容器体２０の開封機構４０を容器保持部材９
０の位置決め部９１に挿入しつつ、装着機構３０の容器保持部材９０内に挿入されると、
容器保持部材９０の位置決め部９１によって、液体容器体２０の開封機構４０の軸線と容
器保持部材９０の位置決め部９１の貫通口９２の軸線とが略一致するように位置決めされ
る。すなわち、給液装置１は、液体容器体２０の開封機構４０が容器保持部材９０の位置
決め部９１内に収納されると、液体容器体２０の開封機構４０の軸線とジョイント保持部
材８０のジョイント部材１１０の軸線とが略一致するように位置決めされる。従って、給
液装置１は、液体容器体２０を、容器２１が収納箱２２に収納されたままの状態で、収納
箱２２の開封機構４０側の一端面２２ａを挿入端として、液体容器体２０の開封機構４０
を容器保持部材９０の位置決め部９１に挿入しつつ、装着機構３０の容器保持部材９０内
に挿入するといった簡単な動作を行うことで、液体容器体２０の開封機構４０の軸線とジ
ョイント保持部材８０のジョイント部材１１０の軸線とが略一致するように配置すること
が出来、液体容器体２０を容易に正しく装着機構３０に装着することが出来る。
【００７９】
　更に、給液装置１は、液体容器体２０が容器保持部材９０内に挿入され、液体容器体２
０の開封機構４０が容器保持部材９０の位置決め部９１内に収納されると、液体容器体２
０の開封機構４０の軸線と容器保持部材９０の位置決め部９１の貫通口９２の軸線とが略
一致するように位置決めされるので、例えば液体容器体２０の収納箱２２が輸送時や保管
時に潰れる等の変形等しても、液体容器体２０の開封機構４０の軸線と容器保持部材９０
の位置決め部９１の貫通口９２の軸線とが略一致するように位置決めすることが出来、液
体容器体２０を容易に正しく装着機構３０に装着することが出来る。
【００８０】
　また、給液装置１は、液体容器体２０の未装着時において、ジョイント部材１１０の筒
状部１１１の取込開口部１１１ｂがシャッタ部１１２によって覆われている。更に、ジョ
イント部材１１０は、液体容器体２０が取り付けられる際、シャッタ部１１２が開封部材
６１内に差し込まれた後に、開封部材６１内で筒状部１１１の取込開口部１１１ｂを露出
させる動作が行われる。更に、ジョイント部材１１０は、液体容器体２０が取り外される
際、シャッタ部１１２が開封部材６１内に差し込まれた状態で、開封部材６１内で筒状部
１１１の取込開口部１１１ｂを覆う動作が行われる。従って、ジョイント部材１１０は、
液体容器体２０の未装着時、取り付け時、取り外し時の何れの際にも、筒状部１１１の取
込開口部１１１ｂが外部と遮断されており、筒状部１１１の取込開口部１１１ｂに塵埃や
雑菌等が付着することを防止することが出来る。よって、給液装置１は、筒状部１１１の
取込開口部１１１ｂから塵埃や雑菌等が給液装置１の内部に侵入することを防止すること
が出来、衛生状態を維持することが出来る。
【００８１】
　更に、給液装置１は、上述したように、液体容器体２０の未装着時において、シャッタ
部１１２がジョイント部材１１０の筒状部１１１の取込開口部１１１ｂを覆っているので
、筒状部１１１の取込開口部１１１ｂ（フランジ部１１４の基端面及びシャッタ部１１２
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の先端面）に塵埃や雑菌等が付着することを防止することは出来るが、フランジ部１１４
の先端面及びシャッタ部１１２の外周面には塵埃や雑菌等が付着する虞がある。
【００８２】
　しかしながら、給液装置１は、図１５に示すように、液体容器体２０の容器２１の液体
が給液装置１に供給される際、ジョイント部材１１０のフランジ部１１４は開封部材６１
の筒状部６２の内周面に圧接されているので、開封部材６１の筒状部６２内のフランジ部
１１４よりも基端側の空間部は密閉されている。すなわち、給液装置１は、ジョイント部
材１１０のフランジ部１１４の先端面が容器２１の液体と接触することを防止している。
従って、給液装置１は、ジョイント部材１１０のフランジ部１１４の先端面側に塵埃や雑
菌等が付着していても、フランジ部１１４の先端面に付着された塵埃や雑菌等が筒状部１
１１の取込開口部１１１ｂから給液装置１の内部に侵入することを防止することが出来、
衛生状態を維持することが出来る。
【００８３】
　更に、給液装置１は、シャッタ部１１２の封止部１１７が開封部材６１の筒状部６２の
内周面に圧接されているので、封止部１１７によって、シャッタ部１１２の外周面が容器
２１の液体と接触することを防止している。従って、給液装置１は、シャッタ部１１２の
外周面に塵埃や雑菌等が付着していても、シャッタ部１１２の外周面に付着された塵埃や
雑菌等が筒状部１１１の取込開口部１１１ｂから給液装置１の内部に侵入することを防止
することが出来、衛生状態を維持することが出来る。
【００８４】
＜第一変形例＞
　なお、給液装置１は、ジョイント保持部材８０のフランジ部８３の第二壁部８３ｂの外
周面が容器保持部材９０の他端側側壁部９０ｃの内周面に当接され、容器保持部材９０内
にジョイント保持部材８０が嵌合されることに限定されるものではなく、図２１に示すよ
うに、容器保持部材９０の側壁部９０ｂの外周面がジョイント保持部材８０の側壁部８０
ｂの内周面に当接され、ジョイント保持部材８０内に容器保持部材９０が嵌合されるよう
にしても良い。
【００８５】
　具体的には、図２１に示すように、容器保持部材９０は、他端側側壁部９０ｃを設ける
ことなく、位置決め部９１が形成された底面部９０ａと、底面部９０ａの全周に高さ方向
Ｚの一端側に向けて突設された側壁部９０ｂとを有している。更に、底面部９０ａには、
容器保持部材９０をジョイント保持部材８０内に嵌合する際又はジョイント保持部材８０
から取り出す際に使用者によって把持される把持部となる貫通口９５が形成されている。
この把持部となる貫通口９５は、図２２に示すように、例えば、底面部９０ａに、位置決
め部９１の貫通口９２の軸線を中心に等間隔に複数個形成されている。ここでは、貫通口
９５は、底面部９０ａに、位置決め部９１の貫通口９２の軸線を中心に等間隔に４個形成
されている。なお、貫通口９５の数及び配置位置は、これに限定されるものでなく、使用
者が把持することが出来れば、適宜変更可能である。
【００８６】
　更に、図２１に示すように、ジョイント保持部材８０は、側壁部８０ｂに、段差によっ
て構成されたストッパ８４が形成されている。このストッパ８４は、容器保持部材９０の
底面部９０ａと係止されることで、容器保持部材９０の高さ方向Ｚの他端側の動きを規制
する。具体的に、側壁部８０ｂは、底面部８０ａに高さ方向Ｚの一端側に向けて設けられ
た第一壁部８０ｂ１と、第一壁部８０ｂ１の高さ方向Ｚの一端に外側に張り出すように設
けられた第二壁部８０ｂ２と、第二壁部８０ｂ２の先端に高さ方向の一端側に向けて設け
られた第三壁部８０ｂ３とで構成されている。第二壁部８０ｂ２は、容器保持部材９０の
底面部９０ａと係止されるストッパ８４となる。第三壁部８０ｂ３は、例えば容器保持部
材９０と平面視でほぼ同じ大きさとなるように形成されており、容器保持部材９０をジョ
イント保持部材８０に位置決めすると共に、容器保持部材９０が高さ方向の他端側に摺動
する際にガイドする。具体的には、第三壁部８０ｂ３は、容器保持部材９０の位置決め部
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９１の貫通口９２の軸線がジョイント保持部材８０のジョイント部材１１０の軸線と略一
致するように、容器保持部材９０をジョイント保持部材８０に位置決めする。すなわち、
第三壁部８０ｂ３は、容器保持部材９０を位置決めする位置決め部として機能すると共に
、容器保持部材９０を摺動する際のガイド部として機能する。
【００８７】
　このようなジョイント保持部材８０内に容器保持部材９０が嵌合された給液装置１であ
っても、上述した容器保持部材９０内にジョイント保持部材８０が嵌合された給液装置１
と同様に、容器保持部材９０がジョイント保持部材８０に着脱可能に設けられているので
、容器保持部材９０をジョイント保持部材８０から取り外すことで、容器保持部材９０に
液体容器体２０の開封機構４０を収納する筒状の位置決め部９１が設けられていても、容
器保持部材９０の位置決め部９１内、ジョイント部材１１０及びジョイント保持部材８０
に付着した液体や塵埃や雑菌等を容易に拭きとることが出来、簡単に掃除することが出来
る。従って、当該給液装置１は、従来よりも容易に衛生状態を維持することが出来る。
【００８８】
　更に、給液装置１は、ジョイント保持部材８０内に容器保持部材９０が嵌合されていて
も、上述した容器保持部材９０内にジョイント保持部材８０が嵌合された場合と同様に、
ジョイント保持部材８０のジョイント部材１１０の軸線と容器保持部材９０の位置決め部
９１の貫通口９２の軸線とが略一致するように位置決めされる。更に、給液装置１は、液
体容器体２０が、容器２１が収納箱２２に収納されたままの状態で、収納箱２２の開封機
構４０側の一端面２２ａを挿入端として、液体容器体２０の開封機構４０を容器保持部材
９０の位置決め部９１に挿入しつつ、装着機構３０の容器保持部材９０内に挿入されると
、容器保持部材９０の位置決め部９１によって、液体容器体２０の開封機構４０の軸線と
容器保持部材９０の位置決め部９１の貫通口９２の軸線とが略一致するように位置決めさ
れる。すなわち、給液装置１は、液体容器体２０の開封機構４０が容器保持部材９０の位
置決め部９１内に収納されると、液体容器体２０の開封機構４０の軸線とジョイント保持
部材８０のジョイント部材１１０の軸線とが略一致するように位置決めされる。従って、
給液装置１は、ジョイント保持部材８０内に容器保持部材９０が嵌合されていても、液体
容器体２０を、容器２１が収納箱２２に収納されたままの状態で、収納箱２２の開封機構
４０側の一端面２２ａを挿入端として、液体容器体２０の開封機構４０を容器保持部材９
０の位置決め部９１に挿入しつつ、装着機構３０の容器保持部材９０内に挿入するといっ
た簡単な動作を行うことで、液体容器体２０の開封機構４０の軸線とジョイント保持部材
８０のジョイント部材１１０の軸線とが略一致するように配置することが出来、液体容器
体２０を容易に正しく装着機構３０に装着することが出来る。
【００８９】
＜第一変形例の変形例＞
　更に、図２３に示すように、容器保持部材９０は、ジョイント保持部材８０内に容器保
持部材９０が嵌合される場合、側壁部９０ｂを設けることなく、位置決め部９１が形成さ
れた底面部９０ａだけで構成されるようにしても良い。この際、給液装置１は、容器保持
部材９０の底面部９０ａの端部９０ｄがジョイント保持部材８０の側壁部８０ｂの内周面
に当接されて、ジョイント保持部材８０内に容器保持部材９０が嵌合される。従って、給
液装置１は、容器保持部材９０が位置決め部９１が形成された底面部９０ａだけで構成さ
れるようなものであっても、容器保持部材９０に側壁部９０ｂを有する給液装置１と同様
に、液体容器体２０を、容器２１が収納箱２２に収納されたままの状態で、収納箱２２の
開封機構４０側の一端面２２ａを挿入端として、液体容器体２０の開封機構４０を容器保
持部材９０の位置決め部９１に挿入しつつ、装着機構３０の容器保持部材９０内に挿入す
るといった簡単な動作を行うことで、液体容器体２０の開封機構４０の軸線とジョイント
保持部材８０のジョイント部材１１０の軸線とが略一致するように配置することが出来、
液体容器体２０を、容易に正しく装着機構３０に装着することが出来る。
【００９０】
＜第二変形例＞
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　また、給液装置１は、ジョイント部材１１０が、取込開口部１１１ｂが形成された筒状
部１１１とシャッタ部１１２と付勢部１１３とで構成されることに限定されるものではな
く、図２３に示すように、取込開口部１２１ａが形成された筒状部１２１だけで構成され
る従来公知のジョイント部材１２０を用いるようにしても良い。
【００９１】
　更に、給液装置１は、ジョイント部材１１０が取込開口部１２１ａが形成された筒状部
１２１だけで構成されることに加え、容器保持部材９０の位置決め部９１に、ジョイント
部材１１０が挿通される貫通口９６が形成された筒部底面部９７を設けて、容器保持部材
９０の位置決め部９１を有底筒状に設けるようにしても良い。
【００９２】
　更に、筒部底面部９７は、高さ方向Ｚの一端側に突設された突部９８を有するようにし
ても良い。このような給液装置１は、容器保持部材９０の筒部底面部９７に、突部９８の
周辺に突部９８よりも一段低い低部９９が設けられ、こぼれた液体がこの低部９９に溜る
ので、ジョイント部材１１０と突部９８との間から漏水が発生することを防止することが
出来る。更に、給液装置１は、こぼれた液体が低部９９にまとめて溜るので、従来の給液
装置よりも、容易に液体を拭きとることが出来、従来よりも簡単に掃除をすることが出来
る。従って、給液装置１は、従来よりも容易に衛生状態を維持することが出来る。
【００９３】
　なお、取込開口部１２１ａが形成された筒状部１２１だけで構成される従来公知のジョ
イント部材１２０は、図２１及び図２２に示すようなジョイント保持部材８０内に容器保
持部材９０が嵌合された給液装置１以外に、図３に示すような容器保持部材９０内にジョ
イント保持部材８０が嵌合された給液装置１において用いるようにしても良い。
【００９４】
＜第三変形例＞
　更に、給液装置１は、液体容器体２０が、容器２１と、容器２１が収納される収納箱２
２とで構成されることに限定されるものではなく、容器２１のみで構成されるようにして
も良い。給液装置１は、このような収納箱２２が無い容器２１のみの液体容器体２０であ
っても、液体容器体２０が容器保持部材９０内に挿入され、液体容器体２０の開封機構４
０が容器保持部材９０の位置決め部９１内に収納されることで、容器保持部材９０の位置
決め部９１によって、液体容器体２０の開封機構４０の軸線とジョイント保持部材８０の
ジョイント部材１１０の軸線とが略一致するように位置決めすることが出来るので、容易
に正しく装着機構３０に装着することが出来る。
【００９５】
＜第四変形例＞
　更に、液体容器体２０は、平面視略矩形状に設けることに限定されるものではなく、例
えば、平面視略円形状や多角形状に設けるようにしても良い。更に、ジョイント保持部材
８０及び容器保持部材９０は液体容器体２０の形状に対応するように設けられることが好
ましいので、給液装置１は、液体容器体２０が平面視略円形状や多角形状に設けられた場
合、図２４に示すように、ジョイント保持部材８０及び容器保持部材９０を液体容器体２
０の形状に対応するように、平面視略円形状や多角形状に設けるようにしても良い。
【００９６】
＜第五変形例＞
　更に、ジョイント部材１１０は、シャッタ部１１２に封止部１１７を設けることなく、
シャッタ部１１２の外周面が開封部材６１の筒状部６２の内周面に圧接されるように設け
ても良い。このような場合であっても、ジョイント部材１１０は、開封部材６１の筒状部
６２の内周面とシャッタ部１１２の外周面との隙間から液体漏れが発生しないようにする
ことが出来る。更に、容器２１の液体が給液装置１に供給される際には、シャッタ部１１
２の外周面は開封部材６１の筒状部６２の内周面に圧接されているので、シャッタ部１１
２は先端面以外が容器２１の液体と接触することがなく、シャッタ部１１２の外周面が容
器２１の液体と接触することはない。従って、ジョイント部材１１０は、シャッタ部１１
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２の外周面に塵埃や雑菌等が付着していても、シャッタ部１１２の外周面に付着された塵
埃や雑菌等が筒状部１１１の取込開口部１１１ｂから給液装置１内に侵入することを防止
することが出来、衛生状態を維持することが出来る。
【符号の説明】
【００９７】
１　給液装置、１０　本体、１０ａ　前面、１１　空間部、１２　摺動機構、１２ａ　摺
動板、２０　液体容器体、２１　容器、２２　収納箱、２２ａ　一端面、２２ｂ　他端面
、２３　貫通口、２４　ネック部、２４ａ　ネック側嵌合部、２５　フラップ部、２６　
貫通口、３０　装着機構、４０　開封機構、５１　容器コネクタ、５２　コネクタ部、５
３　取付部、５３ａ　第一筒状部、５３ｂ　第二筒状部、５３ｃ　取付部側嵌合部、５４
　打抜部、５４ａ　薄肉部、５４ｂ　凹部、５５　ストッパ、５６　係止部、５７　保護
フィルム、６１　開封部材、６２　筒状部、６３　刃部、６４　連通部、６５　凹部、６
６　突部、６７　封止部、６８　封止部、６９　開口部、７０　位置決め保持機構、８０
　ジョイント保持部材、８０ａ　底面部、８０ｂ　側壁部、８０ｂ１　第一壁部、８０ｂ

２　第二壁部、８０ｂ３　第三壁部、８１　突部、８２　低部、８３　フランジ部、８３
ａ　第一壁部、８３ｂ　第二壁部、８３ｃ　端部、８４　ストッパ、９０　容器保持部材
、９０ａ　底面部、９０ｂ　側壁部、９０ｃ　他端側側壁部、９０ｄ　端部、９１　位置
決め部、９２　貫通口、９４　把持部、９５　貫通口、９６　貫通口、９７　筒部底面部
、９８　突部、９９　低部、１１０　ジョイント部材、１１１　筒状部、１１１ａ　通水
路、１１１ｂ　取込開口部、１１２　シャッタ部、１１３　付勢部、１１４　フランジ部
、１１５　突破部、１１６　突部、１１７　封止部、１２０　ジョイント部材、１２１　
筒状部、１２１ａ　取込開口部

【図１】 【図２】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(22) JP 6283807 B2 2018.2.28
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【図１８】 【図１９】



(23) JP 6283807 B2 2018.2.28

【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】



(24) JP 6283807 B2 2018.2.28

【図２４】



(25) JP 6283807 B2 2018.2.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１３－０３５５４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２６９８２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０９－５１２８９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０８４１３３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６７Ｄ　　　１／００－　３／０４
              Ｂ６５Ｄ　　２３／００－２５／５６　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

