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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流動体用の容器であって、
　入口部と、
　横たえられた状態で、前記流動体を収集するために前記流動体を前記容器の外面から前
記入口部を通して前記容器内に流す捕獲面と、
　放出部と、
を有し、
　前記容器は、前記横たえられた状態から、持ち運び状態へと可動であり、前記入口部は
、前記横たえられた状態または前記持ち運び状態のいずれにある時にも、収集された前記
液体より上に持ち上げられるように配置されており、
　前記放出部は、前記横たえられた状態および前記持ち運び状態で、流動体が前記出口を
通って流れるのに大きな抵抗を生じさせるように構成され、収集された前記液体を前記容
器から排出する放出状態の時に流動体が前記出口部を通って流れることを可能とするよう
に構成されており、
　前記出口部は、前記横たえられた状態で、少なくとも部分的に前記入口部より上に持ち
上げられるように構成され、前記放出状態で、少なくとも部分的に前記入口部より下に下
げられるように構成された立ち上がり部を含んでいる、容器。
【請求項２】
　前記入口部は、概して、前記捕獲面の縁の近くに配置されている、請求項１に記載の容



(2) JP 5542838 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

器。
【請求項３】
　前記容器は、前記容器を前記横たえられた状態から前記持ち運び状態へ動かすためのハ
ンドルを含んでおり、前記入口部は、概して、前記ハンドルの近くに配置されている、請
求項１または２に記載の容器。
【請求項４】
　前記横たえられた状態は、概して、前記持ち運び状態に対して横方向になった状態であ
る、請求項１から３のいずれか一つに記載の容器。
【請求項５】
　前記捕獲面は、前記容器の前記外面上で前記流動体の流れを減速させる流れ妨害部を含
んでいる、請求項１から４のいずれか一つに記載の容器。
【請求項６】
　前記捕獲面は、前記容器の前記外面上で前記流動体を前記入口部に向かって案内する流
れ案内部を含んでいる、請求項５に記載の容器。
【請求項７】
　前記捕獲面は、前記流れ妨害部および／または前記流れ案内部を構成する複数のリブを
含んでいる、請求項６に記載の容器。
【請求項８】
　前記捕獲面は、前記流動体を、前記捕獲面の少なくとも１つの縁から内側に流す捕獲境
界部を含んでいる、請求項１～７のいずれか一つに記載の容器。
【請求項９】
　前記捕獲境界部は、前記容器が前記横たえられた状態にある時に前記捕獲面上で前記入
口部より上に位置している余りの流動体を前記入口部から離して前記捕獲面から排出する
流出路を有している、請求項８に記載の容器。
【請求項１０】
　前記捕獲面は、前記容器の、前記持ち運び状態での底の面積より大きな面積を有してい
る、請求項１～９のいずれか一つに記載の容器。
【請求項１１】
　前記容器は、概して、くさび形状であり、前記底の面積が、反対側の持ち運び端部の面
積より大きい、請求項１０に記載の容器。
【請求項１２】
　前記出口部は、前記容器の内部との間で流動体が流通するようになったノズル入口と、
前記容器の外部との間で流動体が流通するようになったノズル出口とを含むノズルを含み
、前記立ち上がり部は、前記横たえられた状態の時、前記ノズル入口と前記ノズル出口と
の間に、立ち上げ部分を有する、請求項１に記載の容器。
【請求項１３】
　流動体を収集し収容する方法であって、
　容器が、該容器の第１の面が該容器の底を構成する横たえられた状態にある時に、収容
された流動体を生じさせるために、前記流動体を前記容器の外面から入口部を通して前記
容器内へ流すことと、
　前記容器を前記横たえられた状態から、前記容器の第２の面が前記容器の底を構成し、
前記入口部が前記収容された流動体より上に持ち上げられるように配置される持ち運び状
態へと動かすことと、
　前記容器を前記持ち運び状態から、前記入口部が前記収容された液体より上に位置し、
前記収容された流動体を前記容器外へ放出できるように前記容器の出口部が、前記収容さ
れた流動体より下に位置させられる放出状態へと動かすこと、
を含み、
　前記出口部は、前記横たえられた状態で、少なくとも部分的に前記入口部より上に持ち
上げられるように構成され、前記放出状態で、少なくとも部分的に前記入口部より下に下
げられるように構成された立ち上がり部を含んでいる、方法。
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【請求項１４】
　前記横たえられた状態から前記持ち運び状態へと前記動かすことは、前記容器のハンド
ルを用いることを含み、前記入口部は、概して、前記ハンドルの近くに位置している、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記流すことは、前記容器の前記外面の流れ障害部を用いて、前記容器の前記外面上の
前記流動体の流れを減速させることを含む、請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記流すことは、前記容器の前記外面の流れ案内部を用いて、前記流動体を前記入口部
に向かって導くことを含む、請求項１３から１５のいずれか一つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流動体用（例えば水用）の容器、および流動体を収集し収容する方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　どのような従来技術の、本明細書における参照（または、それから導かれる情報）も、
また、公知のいかなる事項も、従来技術文献または公知の事項が、本明細書が関連する分
野における一般常識を構成することを了承し、認め、または、いかなる形でも示唆するも
のとしても、取り上げず、また、取り上げるべきではない。
【０００３】
　流動体用の既存の容器は、充填するのに好都合ではなく、運ぶのに不安定であり、およ
び／または、放出時の制御が難しい場合がある。例えば、じょうろは、水を満たすのに、
水栓やホースを別に用いる必要を生じる場合があり、油は、油を満たすために、じょうご
を別に用いる必要を生じる場合がある。標準的なバケツは、通常、持ち運ぶ時に、例えば
、可動な、または揺動式のハンドルのために不安定な本体を有している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　流動体用の既存の容器に結びついた１つまたは複数の欠点または限界に対処し、または
それらを改善すること、または、少なくとも、有用な代替物を提供することが望まれてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、流動体用の容器であって、
　入口部と、
　横たえられた状態で、前記流動体を収集するために前記流動体を前記容器の外面から前
記入口部を通して前記容器内に流す捕獲面と、
を有し、
　前記容器は、前記横たえられた状態から、持ち運び状態へと可動であり、前記入口部は
、前記横たえられた状態または前記持ち運び状態のいずれにある時にも、収集された前記
液体より上に持ち上げられるように配置されている容器が提供される。
【０００６】
　本発明によれば、流動体を収集し収容する方法であって、
　容器が、該容器の第１の面が該容器の底を構成する横たえられた状態にある時に、収容
された流動体を生じさせるために、前記流動体を前記容器の外面から入口部を通して前記
容器内へ流すことと、
　前記容器を前記横たえられた状態から、前記容器の第２の面が前記容器の底を構成し、
前記入口部が前記収容された流動体より上に持ち上げられるように配置される持ち運び状
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態へと動かすことと、
を含む方法も提供される。
【０００７】
　本発明によれば、収集壁を備える、流動体用の容器であって、
　前記容器が収集状態にある状態で、捕獲面に降りかかる前記流動体を収集する捕獲面と
、
　前記容器が持ち運び状態にある状態で、収集された前記流動体を収容する収容面と
を有する容器も提供される。
【０００８】
　複数の実施態様において、前記入口部は、概して、前記捕獲面の縁の近くに配置するこ
とができる。
【０００９】
　前記容器は、前記容器を前記横たえられた状態から前記持ち運び状態へ動かすためのハ
ンドルを含むことができ、この場合、前記入口部は、概して、前記ハンドルの近くに配置
されている。
【００１０】
　前記横たえられた状態は、概して、前記持ち運び状態に対して横方向になった状態とす
ることができる。
【００１１】
　前記捕獲面は、前記容器の前記外面上で前記流動体の流れを減速させる流れ妨害部を含
むことができる。前記捕獲面は、前記容器の前記外面上で前記流動体を前記入口部に向か
って案内する流れ案内部を含むことができる。前記捕獲面は、前記流れ妨害部および／ま
たは前記流れ案内部を構成する複数のリブを含むことができる。
【００１２】
　前記捕獲面は、前記流動体を、前記捕獲面の少なくとも１つの縁から内側に流す捕獲境
界部を含むことができる。前記捕獲境界部は、前記容器が前記横たえられた状態にある時
に前記捕獲面上で前記入口部より上に位置している余りの流動体を前記入口部から離して
前記捕獲面から排出する流出路を有することができる。
【００１３】
　前記捕獲面は、前記容器の、前記持ち運び状態での底の面積より大きな面積を有するこ
とができる。前記容器は、前記底の面積が、反対側の持ち運び端部の面積より大きく、概
して、くさび形状とすることができる。
【００１４】
　前記容器は、放出部を含むことができ、該放出部は、前記横たえられた状態および前記
持ち運び状態で、流動体が前記出口を通って流れるのに大きな抵抗を生じさせるように構
成され、収集された前記液体を前記容器から排出する放出状態の時に流動体が前記出口部
を通って流れることができるようにするように構成されている。前記出口部は、前記横た
えられた状態で、少なくとも部分的に前記入口部より上に持ち上げられるように構成され
、前記放出状態で、少なくとも部分的に前記入口部より下に下げられるように構成された
立ち上がり部を含むことができる。前記出口部は、前記容器の内部との間で流動体が流通
するようになったノズル入口と、前記容器の外部との間で流動体が流通するようになった
ノズル出口とを含むノズルを含み、前記立ち上がり部は、前記横たえられた状態の時、前
記ノズル入口と前記ノズル出口との間に、立ち上げ部分を有することができる。
【００１５】
　複数の実施態様において、前記方法は、前記容器を前記持ち運び状態から、前記入口部
が前記収容された液体より上に位置し、前記収容された流動体を前記容器外へ放出できる
ように前記容器の出口部が、前記収容された流動体より下に位置させられる放出状態へと
動かすことを含むことができる。前記横たえられた状態から前記持ち運び状態および前記
放出状態へと前記動かすことは、ユーザが手動で動かすこととすることができ、前記容器
のハンドルを用いることを含むことができ、この場合、前記入口部は、概して、前記ハン
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ドルの近くに位置している。前記流すことは、前記容器の前記外面の流れ障害部を用いて
、前記容器の前記外面上の前記流動体の流れを減速させることを含むことができる。前記
流すことは、前記容器の前記外面の流れ案内部を用いて、前記流動体を前記入口部に向か
って導くことを含むことができる。
【００１６】
　幾つかの実施態様において、前記ハンドルは、前記持ち運び状態で前記容器を持ち運ぶ
ためのものである。前記ハンドルは、前記横たえられた状態で前記流動体を受け入れる内
部空隙を含むことができる。前記容器を前記持ち運び状態から前記放出状態へと動かすた
めの実質的なてことなるように、前記ハンドルは、前記容器の、互いに反対側の端部に握
り部を構成することができ、または、実質的に前記容器の長さに沿って延ばすことができ
る。前記ハンドルは、人が握ることによって保持される形状に形成することができる。前
記容器を前記持ち運び状態から前記放出状態へと動かすために、前記容器は、前記容器の
底端部に握りを含むことができる。前記握りは、前記容器の前記底端部の底の凹部を含む
ことができ、この場合、該凹部は、手動で握る大きさにされており、前記底端部は、前記
容器の、前記ハンドルを含むハンドル端部の反対側の端部である。
【００１７】
　前記捕獲面は、前記容器が前記持ち運び状態にある時に、収容された前記流動体を収容
する収容面も形成している壁によって形成することができる。
【００１８】
　前記捕獲面は、前記容器の、収集壁を含む収集側に設けることができる。前記収集壁は
、前記容器の前記外面上の前記流動体の流れを減速させる前記流れ障害部を含むことがで
きる。前記リブは、前記収集壁をエンボス加工することによって、前記収集壁の互い違い
の模様によって、前記収集壁上の追加の材料によって、または、前記収集壁に追加された
互い違いの材料によって、前記捕獲面に形成することができる。前記リブは、少なくとも
部分的に、前記捕獲面上の流動体の流れ方向を横切るように延ばすことができ、この際、
当該流動体の流れ方向は、前記横たえられた状態での前記捕獲面の下向きの傾斜によって
規定される。前記収集壁は、前記流動体を前記入口部へと導く前記流れ案内部を含むこと
ができる。前記流れ案内部は、前記リブによって構成することもでき、前記リブは、少な
くとも部分的に、前記入口部へ向かう好ましい流れ方向に沿って延ばすことができる。前
記リブは、前記捕獲面の、前記入口部に隣接する中央領域にリブ無し領域を形成すること
ができる。
【００１９】
　前記捕獲境界部は、例えば、収集リムによって形成された収容唇状部を前記容器の前記
収集側に含むことができる。前記収容唇状部は、少なくとも部分的に、前記収集壁を取り
囲むことができる。前記収容唇状部は、前記容器が前記横たえられた状態にあり、前記容
器が一杯になってあふれた時に前記入口部より上に位置する前記余りの流動体、または、
過剰な流動体、または、あふれ出し流動体を、前記捕獲面から排出する前記流出路を含む
ことができる。
【００２０】
　前記容器の前記底の面積は、前記持ち運び状態における前記容器の下端の面積に関係し
ている。前記底の面積が、反対側の持ち運び端部の面積より大きい、概してくさび形状の
容器の場合、前記持ち運び端部は、前記ハンドル端部に関係しており、前記底の幅は、前
記くさび形状にするために、前記持ち運び端部の幅より大きくすることができる。前記く
さび形状は、前記横たえられた状態での収集中の流れ方向、および、前記持ち運び状態で
起立位置で保管された時の安定性の助けになる。
【００２１】
　前記ノズルは、前記持ち運び位置で、前記流動体面より下から前記流動体面より上へ延
びる、流動体を流すための出口路を形成することができる。前記容器が前記横たえられた
状態にある時に、前記出口路に沿った流動体の流れに大きな抵抗を生じさせるために、前
記ノズルは、前記出口路の立ち上げ部分によって構成された前記立ち上がり部を含むこと
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ができる。前記立ち上がり部は、前記横たえられた状態で前記流動体面より上に持ち上げ
られるように構成された前記ノズル入口を含むことができる。前記立ち上がり部は、前記
横たえられた状態で前記流動体面より上に位置する前記ノズル出口を含むことができる。
前記出口部は、該出口部を開き、閉じる閉じ機構を含むことができる。前記閉じ機構は、
開状態と閉状態との間で可動なコックを含むことができる。前記コックは、手動で可動と
することができる。前記コックはボールバルブコックとすることができる。前記閉じ機構
は、前記横たえられた状態で、少なくとも部分的に、前記入口部より上に持ち上げられ、
前記放出状態で、前記入口部より下に下げられるように可動な、前記出口部の可動部分を
含むことができる。前記可動部分は、前記ノズルの偏向部分の偏向によって可動な、前記
ノズルの外側開口を含むことができる。機械的に閉じること、および／または、前記出口
部の位置によって、前記横たえられた状態において、前記流動体の収集中に収容された前
記液体の移動に大きな抵抗を生じるように、前記出口部の少なくとも一部を、収容された
前記液体より十分に高くすることができる。出口部の構成によって、概して、前記横たえ
られた状態で前記容器が満たされる間、前記出口部を介した流出を防ぐことができる。
【００２２】
　前記入口部は、概して矩形状の、または、概して楕円形状の、または、概して円形状の
開き口によって構成することができる。入口部は、概して前記捕獲面の角に、または、概
して前記捕獲面の縁の近くの中央に配置することができる。前記入口部は、前記容器が前
記横たえられた状態、前記持ち運び状態、および前記放出状態にある時に、収容された前
記流動体が使用中に前記入口部を出てこぼれるのを実質的に回避するために、収容された
流動体の前記流動体面の十分に上に位置させることができる。前記入口部は、前記持ち運
び状態および前記放出状態にある時に、収容された前記液体が前記入口部を出てこぼれる
のを低減するために、前記容器の内面に唇状部を含むことができる。
【００２３】
　前記容器は、外部の圧力による前記容器の変形に抵抗する支持部を備える内面を含むこ
とができる。前記支持部は、前記横たえられた位置にある時に、前記容器上に立っている
人による変形に抵抗するように位置させ、寸法を決めることができる。
【００２４】
　前記容器は、前記流動体をろ過するフィルタ機構を含むことができる。前記フィルタ機
構は、例えば、前記入口部内に、または、前記本体内に、または、前記出口部内に、例え
ば、水または油をろ過するために、多孔性フィルタを含むことができる。
【００２５】
　保管を助け、前記持ち運び状態での搬送中のこぼれを防ぐために、前記容器は、前記入
口部および／または前記出口部用の閉じ部、例えば、シール、ドア、またはコックを含む
ことができる。
【００２６】
　前記持ち運び状態および前記放出状態は、概して、直立した状態であり、「直立」姿勢
または「起立」姿勢とも呼ぶ。前記横たえられた状態は、収集姿勢を含む収集状態であり
、「横たわり」姿勢とも呼ぶ。前記持ち運び状態は、持ち運び姿勢を含む。前記持ち運び
状態は、例えば、前記流動体の収集と前記流動体の放出の間、前記容器が、流動体を保管
するように配置される保管状態でもある。前記放出状態は放出姿勢を含む。前記横たえら
れた状態は、前記持ち運び状態および前記放出状態に対して、概して横方向になった、ま
たは、垂直になった（または「直行した」、または「直角になった」）状態である。
【００２７】
　前記持ち運び状態は、前記横たえられた状態に対して、概して横方向になった、または
、垂直になった（または「直行した」、または「直角になった」）状態である。底面によ
って、設置面積、または前記容器の底の面積が規定される。例えば、前記容器の裏壁およ
び裏側リムによって形成される前記第１の面は、前記第２の面、例えば、前記容器の底壁
より大きく、したがって、流動体を収集するための前記横たえられた状態では、前記持ち
運び状態で前記容器を持ち運びまたは保管するのに必要な設置面積より大きな設置面積が
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生じさせられる。
【００２８】
　前記横たえられた状態は、流動体を収集するために用いられ、前記容器が、地面上に置
かれることによって保管されている時に、実質的に前記保管状態でもある前記持ち運び状
態は、保管および持ち運びに用いられるので、人が、前記容器を寝かせて前記容器を前記
流動体で満たし、前記容器を持ち上げて収容された前記流動体を持ち運び、または保管す
ることができる。さらに、人が、前記容器を持ち上げ、傾けて、収容された前記流動体を
前記容器から放出させ、または流出させることができる。
【００２９】
　前記流動体は、液体、例えば水とすることができ、前記容器は、じょうろとすることが
できる。水はシャワーの下で収集することができる。前記流動体は、油または油混合物と
することができ、前記流動体は、乗り物の下で収集することができる。前記流動体は、小
麦粉または粉塵のような粒子を含むことができる。
【００３０】
　前記容器の最大流動体保管体積は、好都合な体積として、約１ミリリットルから１００
リットルとすることができ、手動で持ち運べるように、約５００ミリリットルから２０リ
ットルとすることができ、人が手動で持ち運ぶことができ、かつ庭に水やりするのに好都
合な体積として、約１リットルから１０リットルとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】収集姿勢にある容器の上方からの補助図である。
【図２】持ち運び姿勢にある容器の上方からの補助図である。
【図３】容器の持ち運び端部の図である。
【図４】容器の反放出部側の図である。
【図５】容器の収集側の図である。
【図６】容器の放出部側の図である。
【図７】容器の裏側の図である。
【図８】容器の底端部の図である。
【図９】収集姿勢にある容器の持ち運び端部からの補助図である。
【図１０】収集姿勢にある容器の反放出部側の、図９のＡ-Ａ線に沿った断面図である。
【図１１】収集された流動体が収容された状態の、収集姿勢にある容器の反放出部側の模
式的な断面図である。
【図１２】収集された流動体が収容された状態の、持ち運び姿勢にある容器の収集側の模
式的な断面図である。
【図１３】収集された流動体の放出を示す、放出姿勢にある容器の持ち運び側の模式的な
断面図である。
【図１４Ａ】代替の放出部を備える容器の、放出部側の図である。
【図１４Ｂ】代替の放出部を備える容器の、放出部側の図である。
【図１４Ｃ】代替の放出部を備える容器の、放出部側の図である。
【図１４Ｄ】代替の放出部を備える容器の、放出部側の図である。
【図１４Ｅ】代替の放出部を備える容器の、放出部側の図である。
【図１５】代替の角度付きリブとＣ字形の放出部を備える容器の補助図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明の好適な実施形態を、添付の図面を参照して、例示のみの目的で以下に説明する
。図面は、正確に縮尺されたものではない。
【００３３】
　図１に示すように、収集姿勢において、流動体用の容器１００は、捕獲面を容器１００
の外側に有しており、この捕獲面は、複数のリブ１０４を有する収集壁１０２と、当該捕
獲面上に降りかかった水または油のような流動体を捕獲する収容リムまたは収集リム１０
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６によって構成されている。この捕獲面によって、流動体は、収集壁１０２の収集開口１
０８または開き口または穴の形態の入口部を通して容器１００内に導かれる。図３に示す
ように、捕獲面によって、容器１００の裏側１１０の反対側である収集側３０２が規定さ
れている。図１に示すように、収集姿勢において、容器１００は、裏側１１０を設置側と
して横たえられる。容器１００が、裏側１１０を概して水平な傾斜していない面上に載せ
た状態で収集姿勢にある時、捕獲面上の流動体が収集開口１０８に導かれるように、捕獲
面は、収集開口１０８に向かって重力方向下方に傾斜している。この傾斜していない面の
例は、バスルームのシャワーの下の床、平らな車道または歩道などを含むことができる。
【００３４】
　降りかかった流動体が、捕獲面から収集開口１０８へと排出され／流れる時の流れの妨
害部が捕獲面のリブ１０４によって形成させられている。流れの妨害部によって、捕獲面
上の流動体の流れが減速される。容器１００が収集姿勢にある時、リブ１０４は、下方に
傾斜している方向を概して横断するように（または「横切るように」）延びており（また
は「走っており」）、収集壁１０２に沿って収集開口１０８へと流れる流動体の速さおよ
び速度を減速し、したがって、降りかかった流動体が捕獲面からあふれ出るのを、または
、はねあがるのを抑制し、降りかかった液体が、収集開口１０８の表面を横断するのでは
なく、収集開口１０８を通って容器１００内に導かれる可能性を高めるように働く。リブ
１０４は、捕獲面から、各リブ１０４の外側の縁の狭くなった稜線部へと先細りになって
、および／または、当該リブ１０４の、捕獲面を横切る長さ方向に沿って先細りになって
（例えば、一端で他端より、厚くなって、および／または、高くなって）、先細りの形状
にされていてもよい。
【００３５】
　リブ１０４は収集壁１０２の、複数の突起、稜線部、またはくぼみによって形成されて
いる。リブ１０４は、収集壁１０２のエンボス部によって（すなわち、収集壁１０２の、
外側への細長い複数の湾曲部を形成することによって）、収集壁１０２の互い違いの模様
によって（例えば、くぼまされた複数の溝または線を収集壁１０２に形成することによっ
て）、収集壁上の追加の材料によって（例えば、リブ用の厚い材料によって）、または、
収集壁に追加された互い違いの材料（例えば、容器１００の他の部品と同じ種類の材料で
あっても違う材料であってもよい互い違いの材料を用いて容器１００の他の部品とは別に
形成され、収集壁１０２の形成後に追加された複数のリブ）によって形成することができ
る。幾つかの実施形態では、リブ１０４は、分断され、すなわち、不連続になっていても
よく、分離された複数の突起によって形成されていてもよく、捕獲面から隆起させられ、
または捕獲面へと低くされていてもよい。
【００３６】
　収集リム１０６は、降りかかった流動体を収集壁１０２に向かって導き、収集壁１０２
から流れる流動体が収集開口部１０８から離れるのに抵抗する唇状部として働く。収集リ
ム１０６によって、捕獲面に収集壁１０２が埋め込まれ、したがって、降りかかった流動
体の少なくとも一部が収容される。収集リム１０６は、流出路（または「あふれ出し路」
）１１２を含んでおり、流出路１１２によって、収集リム１０６の、収集壁１０２の表面
上の高さが低くなった、収集開口１０８に概して隣接して位置する一部が形成され、その
結果、収集姿勢にされた時に、流出路１１２によって規定されるあふれ出し高さによって
規定される流動体の流動体面が、収集開口１０８の位置によって規定される、収集される
流動体の流動体面を大きく上回ることがなくなる。これによって、容器１００が、あふれ
出るほどに満たされたとしても、図１１を参照してさらに後述するように、収集開口１０
８より上の高さまで捕獲面に集まり、すなわち一時的に載っている残りの流動体は、捕獲
面から流出路１１２を介して放出されるので、容器１００が、収集姿勢から直立姿勢に動
かされた時に、あったとしても、少量の流動体しか捕獲面の表面から逃げないことが保証
される。流出路１１２によって、液体の捕獲も一定の体積に制限され、標準的なバケツと
は異なり、満たされ過ぎるのが防がれ、持ち運ぶのが容易になる（例えば、収容される流
動体は、容器が持ち運ばれている間に、はね出にくい）。流出路１１２を通って流れる流
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動体は、容器が満たされたことを示す働きをする。
【００３７】
　複数の実施形態において、流出路１１２によって規定されるあふれ出し高さは、概して
、放出部の立ち上がり部より低いか同じ高さになっている。出口部は、容器が放出姿勢で
はない時に、収集された流動体が容器１００から流れ出るのに抵抗する立ち上がり部を有
している。出口部は、容器１００が収集姿勢にある時に出口部を通って流動体が流れるの
に、完全に、少なくとも大部分、または、せめて概して、抵抗するように構成されている
。しかし、出口部は、収集された流動体を容器１００から排出するための放出姿勢の時に
は、流動体が出口部を通って流れることができるように構成されている。
【００３８】
　この立ち上がり部は、容器１００が収集姿勢および持ち運び姿勢にある時に、出口部を
通って流動体が流れるのを、完全に、少なくとも大部分、または、せめて概して、防ぐよ
うに構成されている。立ち上がり部は、図１４Ａ、１４Ｂ，１４Ｃおよび１４Ｅに示され
ているように、（放出部が持ち上げられた時に）立ち上げ部分によって構成されている。
複数の実施形態において、立ち上がり部は、図１４Ａに示すように、立ち上げ部分１４０
６Ａを含んでおり、立ち上げ部分１４０６Ａは、内側放出部開口１００６を含んでおり、
したがって、容器１００が収集姿勢にある時に、内側放出部開口１００６は、あふれ出し
高さより概して上にある。代替の複数の実施形態では、図１４Ｂ、１４Ｃ、および１４Ｅ
に示すように、（放出部が持ち上げられた時の）立ち上がり部は、内側放出部開口１００
６を含んでおらず、放出部の他の場所に形成されている。代替の複数の実施形態では、代
替の、または追加の流出路を設けることにより、容器１００が収集姿勢にある時に、内側
放出部開口１００６の高さによって、あふれ出し高さを規定することができる。
【００３９】
　容器１００は、流動体が捕獲面上に落ちそうな領域に容器１００を位置させるために、
収集姿勢から持ち運び姿勢へと容器１００を持ち上げ、または移動させるために、持ち運
び姿勢で持ち運ぶために、および、図１３に示すように、流動体が容器１００から排出さ
れ、または放出される放出姿勢に動かし、または、傾けるために、人が手でつかむための
ハンドル１１４を含んでいる。図４に示すように、収集開口１０８は、容器１００の本体
に対して、概して、捕獲面の、容器１００の持ち運び端部４０６の所の縁の近くに配置さ
れており、または位置させられており、その結果、直立姿勢の１つにした時に、入口部が
、収集され収容された液体より上に位置する。持ち運び端部４０６、または、「ハンドル
端部」は、ハンドル１１４を含んでいる。
【００４０】
　ハンドルは、概して、容器１００の持ち運び端部１１６の長さに沿って延びており、そ
の結果、人の手を、持ち運び端部１１６に沿って互いに異なる複数の位置に位置させるこ
とができる。ハンドル１１４は、その本体に沿って概して円筒状であり、図１０に示すよ
うに、中空で、容器１００の本体内に収容される流動体を収容する本体空隙１００４との
間で流動体が流通できるようになったハンドル空隙１０２を備えている。
【００４１】
　容器１００は、図１に示すように、放出部チューブ１１８、放出部基部１２０、および
外側放出部開口１２２を含むノズルまたは「放出部」の形態の流動体出口部を含んでいる
。放出部によって、容器１００から流動体を流すための出口路が形成されており、すなわ
ち、出口路によって、流動体が流動体出口部を通して運ばれ、または案内される。
【００４２】
　複数の実施形態において、放出部基部１２０は、図１１に示すように、概して、収容さ
れている、または収集された流動体の流動体面１１０８より上に、容器１００の中心から
ずらされており、それによって、立ち上がり部、突出部、または壇部とも呼ぶ立ち上げ部
分１４０６Ａがノズルに設けられている。あるいは、立ち上がり部は、図１４Ｃに示すよ
うに、放出部に沿ったＣ字形またはＳ字形の湾曲部として形成されていてもよい。容器１
００が満たされた時の、収容された流動体の流動体面の高さは、容器１００が収集姿勢の
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時、収集開口部１０８および流出路１１２の高さによって規定される。容器１００が収集
姿勢にある時、立ち上がり部が、収集される流動体の流動体面より概して上にあるために
、非常に少量の流動体しか放出部を通って流れない（または、実質的に、または、まった
く、流動体が流れない）。
【００４３】
　放出部は、材料のウェブの形態の放出部支持部１２４によって、容器１００の本体と、
機械的に連結され、または一体になっており、放出部支持部１２４によって、図８に示す
ように、容器１００の本体の放出部側の放出部側壁８１０から放出部が突出できるように
なっているが、しかしなおも、放出部チューブ１１８の長さに沿って容器１００にしっか
りと取り付けられている。放出部および放出部支持部１２４は、容器１００と一緒に成形
することができる。
【００４４】
　持ち運び姿勢では、図２に示すように、ハンドル１１４は、持ち上げ、下ろすことを含
む把持および持ち運びに好都合なように、容器１００の上端に設けられている。収集開口
１０８も、収集された流動体の流動体面１１０８より上に持ち上げられている。放出部基
部１２０は、図１２および１３に示すように、収集された流動体の流動体面１１０８より
も下にある。持ち運び姿勢において、容器１００は、ハンドル１１４によって持ち運ぶこ
とができ、あるいは、地面または床のような支持面上に容器１００の底側２０２を設置側
として置くことができる。持ち運び姿勢では、収集壁１０２、図７に示す裏壁７０２、図
８に示す底壁８０２、図６に示す放出部側壁６０２、および、図４に示す反放出部側壁４
１０を含む、収容面を形成する密封された複数の壁が協働することによって、収容された
流動体が容器内に保持されている。
【００４５】
　ハンドル１１４により、それを容器１００の本体に十分に強固に固定することによって
、収容された流動体をこぼしたり飛び散らしたりすることにつながる場合がある、大きく
揺り動かしたり揺さぶったりすることのない、安定した持ち運びを可能としている。さら
に、ハンドル１１４を、容器の、収集側ではない側に設けることによって、降りかかる流
動体を捕獲面から離すようにハンドル１１４によって飛び散らす、および／または、ハン
ンドル１１４上の流動体をこぼすこと（これは、例えば、油や酸などの汚い、または危険
な流動体の場合に、望ましくない場合がある）につながる場合がある、ハンドル１１４が
捕獲面を塞ぎ、または妨害することが回避される。
【００４６】
　容器１００は、図４に示すように、裏側１１０および収集側３０２が、比較的狭い持ち
運び端部４０６から比較的広い底端部４０８へと概して傾斜していることによって、持ち
運び端部幅４０２が、底部幅４０４よりも小さくなっており、すなわち、底端部の横断面
積（断面積）が、反対側のハンドル端部または持ち運び端部の横断面積より大きく、した
がって、容器１００は、くさび形状に形成されている。このくさび形状によって、捕獲面
の収集方向への傾斜、すなわち、持ち運び端部４０６に概して近い収集開口１０８に向か
う傾斜が生じさせられている。くさび形状によって、本体空隙１００４が底端部４０８に
向かうにつれて大きくなっており、それによって、直立姿勢において、収集された流動体
を収容している場合に、容器１００の重心が低くなる。容器が、例えば、バスタブの傾斜
面上などの傾斜面上に置かれて、入口部が、地面が高くなった側に向けられても、当該面
が傾斜するようにできるようにするために、傾斜の角度は少し強調されている。
【００４７】
　容器１００は、図５に示すように、概して、容器１００の放出部側８０６から、図８に
示すように放出部側８０６の反対の反放出部側８０８までの長さである底部長さ５０２を
含んでいる。底部長さ５０２は、概して、底部幅４０４より長い。底部幅４０４によって
、収集姿勢における容器１００の全高が規定され、収集姿勢で、地面または床に近い位置
から鉛直に落ちる流動体を収集するのに用いる容器１００の場合、底部幅４０４は、十分
に低いことが望ましい。比較的小さい底部幅４０４によって、収集姿勢での高さが低くな
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る。例えば、容器１００は、収集姿勢で、（地面から、または、シンクから）低い位置に
ある水栓から水を収集するのに、または、地面上に停車された車の下面から落ちる油を収
集するのに、または、低い水栓、または、（家または小屋の）屋根から水を運ぶ雨どいの
下に嵌めるのに用いることができる。
【００４８】
　捕獲体積は、少なくとも部分的に、底部幅４０４と底部長さ５０２（および、放出部側
長さ５０４、ハンドルの体積、および放出部の体積）によって規定され、捕獲面積は、概
して、底部長さ５０２（および放出部側長さ５０４）によって規定されるので、大きな捕
獲面積および捕獲体積を得るために、底部長さ５０２は底部幅４０４より十分に長くする
のが好ましい。放出部側長さ５０４および底部長さ５０２を、概して、底部幅４０４より
長くすることによって、容器１００の水平面積が、持ち運び姿勢におけるよりも収集姿勢
における方が大きくなり、それによって、流動体を収集するための捕獲面積が大きくなり
、容器を持ち運び、保管する際の設置面積が比較的小さくなる。比較的大きい放出部側長
さ５０４によって、持ち運びおよび保管時の高さが高くなり、それによって、人が、地面
または床に向かってあまりおおきく屈曲することなく、容器１００を容易に持ち上げるこ
とが可能となる。大きな捕獲面積によって、容器１００を人が持ち運べないほど大きくす
ることを必要とすることなく、降雨時の水のような、捕獲領域の全体にわたって落ちてく
る流動体を効率的に収集することが可能になる。大きな捕獲面積によって、収集姿勢時に
、乗物の下のエンジンオイル出口部の下など、エンジンオイル出口部がどこにあるかを正
確に判断するのが困難な場合、流動体の出所の下に容器を大まかに位置決めすることも可
能となる。大きな捕獲面積によって、例えば、水が、出てくる開口から離れて落ちる前に
、面に沿って、例えば、蛇口またはコックの縁に沿って、その流動体における強い表面張
力のため、および、表面張力を解消させるのに開口の縁の鋭さが不十分なために、遠くに
つたわる傾向がある水などの流動体の収集を改善することも可能になる。
【００４９】
　裏側１１０は、図７に示すように、概して、大きさが収集壁１０２に相当しており、リ
ブおよび入口部の無い裏壁７０２、および、大きさが収集リム１０６に相当しており、流
出路の無い裏側リム７０４によって構成されている。収集姿勢において、裏側１１０が、
地面、または床上で設置側となることにより、裏側１１０によって容器１００が支持され
る。裏側１１０によって、容器１００内の流動体を密封する密封面も形成されており、裏
側１１０は、図４および６に示すように、収集側３０２と対称に、底端部４０８から持ち
運び端部４０６に向かって概して傾斜しており、それによって、容器１１０が概してくさ
び形状になっている。
【００５０】
　底側２０２は、図８に示すように、容器１００内の流動体を保持するための底壁８０２
、および、底壁８０２の底凹部８０４の形態の握りを含んでいる。底凹部８０４は、人の
手または指を受け止めるように寸法（サイズ）を決められ、ハンドル１１４と協働して容
器を手動で操作するための握りを容器１００の底壁２０２上に形成している。例えば、容
器１００を、放出姿勢に、または放出姿勢へと動かす時に、人が、ハンドル１１４を握り
、または、つかむのに一方の手を用い、容器を放出部側８０６に向かって傾けるために底
凹部８０４を握り、またはつかむのに他方の手を用いることができ、それによって、容器
１００内の流動体が、放出するために、反放出部側８０８から離されて放出部に向かって
安定して移動させられる。
【００５１】
　幾つかの実施形態において、放出部は、図１０および１４Ａに示すように、放出部と容
器１００の本体との間で流動体を流通させる内側放出部開口１００６または放出部の入口
１４０２Ａを含んでおり、内側放出部開口１００６または放出部の入口１４０２Ａは、収
集姿勢時に、地面または床より上の収集開口１０８および流出路１１２によって規定され
る、容器１００内に収容された流動体の流動体面１１０８より概して高い位置にあり、し
たがって、容器が収集姿勢にある時、流動体の、容器１００から放出部を出る流れは、あ
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ったとしても非常に少量でしかない。図１４Ｄを参照して以下に示す代替の複数の実施形
態では、例えば、選択的に、流動体の収集および流動体の持ち運び中に出口部を閉じ、放
出中に出口部を開くための、放出部内のコックのような機械的な閉じ機構を用いて、収集
姿勢において、流動体が容器１００の放出部からこぼれ出るのに抵抗することができる。
図１４Ａ、１４Ｂ、および１４Ｃを参照して以下に示すさらに他の代替の複数の実施形態
では、容器が収集姿勢にある時に流動体が放出部から流れ出るのに、放出部の、立ち上が
り部を構成する立ち上げ部分によって、抵抗が生じさせられる。
【００５２】
　幾つかの実施形態において、容器が直立姿勢（すなわち、収集姿勢および放出姿勢）に
ある時に、収容された液体が入口部を通って飛び散り、またはこぼれるのに抵抗し、また
は、それを低減するために、入口部は、収集壁１０２の内面上の、（例えば、収集開口１
０８によって形成されている）入口部の縁の所で、持ち運び端部４０６から遠い所に位置
する入口部唇状部を含んでいる。複数の直立姿勢において、収容された流動体は、例えば
、容器が、持ち運び時に手動でらんぼうに扱われることによって、容器に対して一時的に
持ち上げられる場合があり、入口部唇状部によって、押し上げられた流動体を、容器の裏
側１１０に向かって導くのが好ましく、それによって、入口部からこぼれ出るのに抵抗が
生じさせられる。
【００５３】
　代替の複数の実施形態において、収容された流動体が入口部から飛び散り、またはこぼ
れるのを低減し、または実質的に回避するために、入口部は、容器が、持ち運び姿勢およ
び放出姿勢にある時に閉じる可動で密封可能なドアを含んでいる。このドアは、収集姿勢
において、閉位置と開位置の間を手動で動かすことができるように構成されている。この
ドアは、捕獲面（例えば、収集壁１０２）上に、または、その下に取り付けられたスライ
ドドアであってよい。
【００５４】
　収集姿勢において、流動体は、図１１に示すように、降りかかり方向１１０２に、捕獲
面に当たり、例えば、容器１００が、収集姿勢で、地面または床１１０４上に横たえられ
ている間に、流動体は、重力の下で容器１００上へと落下する。流動体は、捕獲面に当た
った後、リブ１０４の作用によって減速されるが、収集壁１０２の傾斜および収集リム１
０６によって規定される収集方向１１０６に、収集開口１０８に向かって移動する。流動
体がゆっくり流れることによって、捕獲面上に層が生じさせられる場合がある、この層は
、そうでなければ、捕獲面から飛び散り、または跳ね上がる、降りかかってきた流動体を
捕獲し、または収集する、流動体の緩衝層を生じさせることによって、捕獲工程の助けに
なる。
【００５５】
　流動体は、容器の本体内に（例えば、容器１００の本体空隙１００４内に）集まり、収
集姿勢において、収集される流動体の流動体面１１０８は、図１１に示すように、概して
、（流出路または出口部の高さによって規定される）あふれ出し高さによって規定される
。
【００５６】
　図１２に示すように、持ち運び姿勢において、収集された流動体の流動体面１１０８は
、重力の下で、概して、入口部より下かつ外側放出部開口１２２より下の位置へと動く。
【００５７】
　放出操作時、容器１００を回転させて、流動体を容器１００から流れ出させ、それによ
って、植物に水をやるために容器１００から流動体を排出するように、外側放出部開口１
２２を、収集された流動体の流動体面１１０８より下になるように下げる間、図１３に示
すように、収集された流動体の流動体面１１０８は、重力によって、概して水平に保たれ
る。
【００５８】
　放出操作時に、流動体が、容器１００から収集開口１０８を通ってこぼれ出るのを概し
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て防ぐために、収集開口１０８は、概して、容器１００の反放出部側８０８の方に、また
は、少なくとも、持ち運び端部４０６に沿って中央に位置させられている。（例えば、容
器１００を、放出姿勢に急に回転させることによって）容器１００を、より角度を付けら
れた放出姿勢へと急に動かし、それによって、収集された流動体の流動体面１１０８が、
放出操作時に一時的に、外側放出部開口１２２によって規定される高さより上になった時
にこぼれるのを回避するために、図１３に示すように、放出操作時に、収集開口１０８は
、外側放出部開口１２２の高さによって規定される、収容された、または収集された流動
体の流動体面１１０８より上にある。
【００５９】
　幾つかの実施形態において、（例えば、収容された流動体の体積による圧力によって生
じさせられる）収集壁１０２および裏壁７０２への外向きの力に抵抗し、また、（例えば
、収集姿勢時に、例えば、収集壁１０２上に、降りかかり方向１１０２に降りかかる一定
の体積の重い液体、または、捕獲面の少なくとも一部の上に立っている人の重さからの、
収集壁１０２への圧力によって生じさせられる）内向きの力に抵抗するために、容器１０
０は、収集壁１０２および裏壁７０２を、互いに対して概して所定の位置に保持する支柱
またはリブのような内側支持部を含むことができる。
【００６０】
　複数の実施形態において、容器１００は、プラスチック、例えば、ポリプロピレン（Ｐ
Ｐ）または高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）のような非反応性プラスチックから形成され
ている。容器１００は、ブロー成形、射出成形、または回転成形によって製造することが
できる。容器１００を形成する材料は、少なくとも部分的に、抗菌材料を、例えば、材料
の添加物として、または、容器１００の内側および／または外側の表面被覆として用いて
処理することができる。流動体が捕獲面に付着するのを大幅に低減するために、捕獲面は
容器１００の外側に付着防止材料を含むことができる。
【００６１】
　流動体は、液体、例えば水とすることができ、容器は、じょうろとすることができる。
容器１００は、屋根、雨どい、または防水シートから流れてくる雨、または、シャワー内
を流れてくるシャワー水を集めることができる。流動体は油とすることもできる。容器は
、キッチンにおいて、油脂や油のような熱い液体を収集するのに、ガレージにおいて、乗
り物からの液体（例えば、ラジエータ液、オイル、およびブレーキ液）を収集するのに、
実験室において、化学物質（例えば、廃棄物、塩基類、溶剤、および酸）を収集するのに
、または、病院において、危険な液体を収集するのに用いることができる。流動体は、小
麦またはパンのような粉または自由流動粒子であってもよい。
【００６２】
　容器の寸法は、容器の外形サイズが、使用するのに好都合になるように、および、容器
によって保持される体積が好都合になるように選択することができる。例えば、小さな体
積の容器は、約１ミリリットルを保持することができ、大きな体積の容器は、約１００リ
ットルを保持することができる。容器は、約５００ミリリットルから約２０リットルを保
持するようにサイズ、または寸法を決めるのが好ましく、人が、例えば、シャワーの水を
集め、および、庭に水をやるために、手動で扱うのに好都合なように、約１リットルから
約１０リットルとするのがより好ましい。特に好都合な体積は、約３リットル、約５リッ
トル、および約１０リットルのうちから選択することができる。一例の容器は、約３５０
ｍｍの幅（または「底部長さ」）、約４００ｍｍの高さ（または「放出部側長さ」）、お
よび約１２０ｍｍの底部奥行き（または「底部幅」）を有している。
【００６３】
　幾つかの実施形態において、容器は、流動体をろ過するために、出口部内の多孔性フィ
ルタを含むフィルタを含むことができる。フィルタは、特定の流動体をろ過するために、
例えば、水または油をろ過するために、選択することができる。
【００６４】
　ノズルまたは放出部は、流動体の出口部を構成するために、図１４Ａ～１４Ｅに示すよ
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うに、複数の形態をとることができる。
【００６５】
　図１～１４Ａを参照して説明したように、放出部は、容器１００の本体空隙１００４か
らの入口１４０２Ａを放出部に形成する内側放出部開口１００６を含むことができる。放
出部は、流動体を放出部から放出するための出口１４０４Ａを形成する外側放出部開口１
２２を含むことができる。放出部は、入口１４０２Ａを含み、図１４Ａ～１４Ｅに示すよ
うに、収集姿勢において、少なくとも部分的に、容器１００内に収容された流動体の流動
体面１４０８の上に位置している立ち上げ部分１４０６Ａによって構成された立ち上がり
部も含むことができる。立ち上がり部は、容器が収集姿勢にある時に、出口路に沿って流
動体が流れるのに大きな抵抗を生じさせる。
【００６６】
　放出部の代替の構成では、図１４Ｂに示すように、入口１４０２Ｂが、流動体面１４０
８より下に配置されており、出口１４０４Ｂが、流動体面１４０８より上に位置する立ち
上げ部分１４０６Ｂによる立ち上がり部に含まれている。
【００６７】
　放出部の他の代替の構成では、図１４Ｃに示すように、放出部は、少なくとも部分的に
、横たえられた状態で流動体の流動体面１４０８より概して上に位置する、入口１４０２
Ｃと出口１４０４Ｃの間の立ち上げ部分１４０６Ｃによる立ち上がり部を備えるＣ字形状
の放出部である。
【００６８】
　放出部の他の代替の構成では、図１４Ｄに示すように、入口１４０２Ｄと出口１４０４
Ｄを含む放出部の全体が流動体面１４０８より概して下に位置し、閉じ機構が備えられて
おり、この閉じ機構は、流動体の収集中、閉じて放出部を実質的に遮断し、放出時に開い
て放出部に沿って流動体が流れることができるようにするように手動で動かすことができ
るコック１４１０によって構成されている。
【００６９】
　放出部の他の構成では、図１４Ｅに示すように、出口１４０４Ｅが、立ち上がり部を構
成する可動な立ち上げ部分１４０６Ｅの一部である結果として、出口１４０４Ｅが、流動
体面１４０８より下の、低くされた位置と、流動体面１４０８より上の、立ち上げられた
位置との間を可動である。出口１４０４Ｅは、横たえられた状態での流動体の収集中、流
動体面１４０８より上に立ち上げられるように可動である。立ち上げ部分１４０６Ｅが、
放出部に沿った流動体の流れに大きな抵抗を生じさせるので、入口１４０２Ｅは、流動体
面１４０８より下に位置していていよい。立ち上げ部分１４０６Ｅは、放出部の（「ピボ
ット機構」とも呼ぶ）偏向部分１４１２のおかげで動かすことができ、偏向部分１４１２
によって、放出部の出口１４０４Ｅは、流動体面１４０８より下の位置と上の位置の間を
動かすことが可能となっている。偏向部分１４１２は、放出部の、例えば、可撓性のプラ
スッチまたはゴムのパイプなどの可撓性部分、または密封されたヒンジを含むことができ
る。
【００７０】
　流動体用の代替の容器１５００は、図１～１４Ｅを参照して記載した流動体用の容器１
００と同じ特徴を有しており、異なる特徴を、図１５を参照して以下に記載する。
【００７１】
　流動体用の代替の容器１５００では、図１５に示すように、中央の収集開口１５０２を
構成し、容器１５００の持ち運び端部４０６に沿って概して中央に配置されている概して
円形の開き口、または穴によって入口部が構成されている。概して中央に位置する中央の
収集開口１５０２を設けることによって、収集開口１０８が収集壁１０２の角の１つに配
置されている場合よりも、より好都合に製造することができる。リブは、図１５に示すよ
うに、角度付きリブ１５０４の形態にすることができ、角度付きリブ１５０４は、入口部
および中央の収集開口１５０２への流動体の、好ましい流れ方向に少なくとも部分的に沿
って揃うように角度を付けられている。角度付きリブ１５０４は、分断され、収集面の横
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断方向に角度を付けられており、それによって、捕獲面上において流動体を中央の収集開
口１５０２に向かって流す手段として働く。
【００７２】
　流動体用の代替の容器１５００において、リブは、収集開口１５０２による好ましい流
動体の流れの方向に沿った、収集壁１０２の中央領域に沿ってリブ無し領域１５０８を形
成するように配置されている。角度付きリブ１５０４は、容器１００が横たえられた状態
で、流動体を収集開口１５０２に向かって導き、重力によって決まる、収集開口１５０２
に直接は向かわない方向への、収集壁１０２に沿う流動体の流れを減速する調節装置とし
て働く。捕獲面の角度付きリブ１５０４は、捕獲面上に降りかかった流動体を入口部へ導
く流れ案内部の形態である。流動体が、収集壁１０２に沿って流れ、流れの速度が速いた
めに、または、流れが収集開口１５０２に向かって導かれるのが不十分なために収集リム
１０６を越えてこぼれることに結びついた問題を角度付きリブ１５０４によって低減でき
る。中央に位置する収集開口１５０２は、収集リム１０６に形成された中央の流出路１５
０６を有しており、中央の流出路１５０６は、収集開口１０８に結び付けられた流出路１
１２に相当している。流出路１１２および図１１を参照して前述したように、容器１００
が横たえられた状態の時に、流動体があふれ出ることができるようにするために、中央の
流出路１５０６は、中央の収集開口１５０２と揃えられている。
【００７３】
　本発明の範囲を逸脱することのない多くの変更が、当業者には自明である。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　　容器
　１０２　　収集壁
　１０４　　リブ
　１０６　　収集リム
　１０８　　収集開口
　１１０　　裏側
　１１２　　流出路
　１１４　　ハンドル
　１１６　　持ち運び端部
　１１８　　放出部チューブ
　１２０　　放出部基部
　１２２　　外側放出部開口
　１２４　　放出部支持部
　２０２　　底側
　３０２　　収集側
　４０２　　持ち運び端部幅
　４０４　　底部幅
　４０６　　持ち運び端部
　４０８　　底端部
　４１０　　反放出部側壁
　５０２　　底部長さ
　５０４　　放出部側長さ
　６０２　　放出部側壁
　７０２　　裏壁
　７０４　　裏側リム
　８０２　　底壁
　８０４　　底凹部
　８０６　　放出部側
　８０８　　反放出部側
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　８１０　　放出部側壁
　１００２　　ハンドル空隙
　１００４　　本体空隙
　１００６　　内側放出部開口
　１１０２　　降りかかり方向
　１１０４　　地面または床
　１１０６　　収集方向
　１１０８　　流動体面
　１４０２Ａ～Ｅ　　入口
　１４０４Ａ～Ｅ　　出口
　１４０８　　流動体面
　１４１０　　コック
　１４１２　　偏向部分
　１５００　　流動体用の代替の容器
　１５０４　　角度付きリブ
　１５０６　　中央の流出路
　１５０８　　リブ無し領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１４Ｄ】
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