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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体抽出手段（Ｐ）を備えたタンク（Ｒ）を有し、前記液体抽出手段（Ｐ）は外方への
突部を有する搬送チューブ（Ｔ）に対して軸方向に変位することにより駆動されるのに適
する液体ディスペンサーにおいて、
前記搬送チューブ（Ｔ）の外側部に対して水密的に連結され、かつ前記タンク（Ｒ）を包
含するハウジング（Ｂ）に固着された末端部品（２）中を通過する排出ダクト（１）と、
タンク又は搬送チューブに係合し、末端部品（２）に固定された少なくとも一つの傾斜壁
（２１，２２）に摺接して協動するカム（１１０，１２０）を支持する少なくとも一つの
側面ノブ（１１，１２）と、前記ノブ（１１，１２）上にてほぼ径方向に作用する推力は
タンク（Ｒ）に対するチューブ（Ｔ）の変位に変換され、その際に液体が撒布されること
を特徴とする液体ディスペンサー。
【請求項２】
　請求項１に記載のディスペンサーであって、前記タンクは前記ハウジング（Ｂ）内に取
り外し可能に格納され、前記ハウジングはその上端が前記末端部品（２）により規定され
ることを特徴とするディスペンサー。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のディスペンサーであって、前記ノブ（１１，１２）は、押しボ
タンを形成する外面（１１ｃ、１２ｃ）を有し、前記外面の母線が少なくとも一部におい
てダクト（１）の母線に対して平行に延びていることを特徴とするディスペンサー。
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【請求項４】
　請求項３に記載のディスペンサーであって、前記押しボタンを形成する外面（１１ｃ、
１２ｃ）は、前記ハウジング（Ｂ）の側面に形成された開口（２）内においてハウジング
（Ｂ）と面一になるように延びていることを特徴とするディスペンサー。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載のディスペンサーであって、前記押しボタンを形成する外面（１
１ｃ、１２ｃ）は、縦溝（１３）を有することを特徴とするディスペンサー。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記末端部品（２）
は、ほぼ円筒状をなすスカート（２２）により下方に延びており、その下端にハウジング
（Ｂ）に留めるための留め具（２３）を備えることを特徴とするディスペンサー。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記ハウジング（Ｂ
）は、径方向において対向する２つで一組のノブ（１１，１２）を備えることを特徴とす
るディスペンサー。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記ダクト（１）の
自由端（１ｂ）には、スプレーノズル（１０）が設けられていることを特徴とするディス
ペンサー。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記ダクト（１）は
、前記チューブ（Ｔ）に対して径方向における締め付けにより互いに係合されて連結され
ることを特徴とするディスペンサー。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記タンク（Ｒ）は
前記ハウジング（Ｂ）内に静止して固定され、前記ノブ（１１，１２）がチューブ（Ｔ）
に固定され、前記傾斜面（２１，２２）は前記排出ダクト（１）の底部に向かって傾斜を
有するディスペンサー。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のディスペンサーであって、前記排出ダクト（１）は前記末端部品（
２）内を摺動するように装着され、前記タンク（Ｒ）は着脱可能にスタンド（３）に対し
静止して固定されるディスペンサー。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載のディスペンサーであって、前記ノブ（１１，１２）は、前
記ダクト（１）に接続されたスペーサ形成リンクアーム（１１ａ，１２ａ）を有するディ
スペンサー。
【請求項１３】
　請求項１０乃至１２に記載のディスペンサーであって、前記カム（１１０，１２０）は
前記ノブ（１１，１２）の前記内面（１１ｂ，１２ｂ）に設けられた隆起により形成され
るディスペンサー。
【請求項１４】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記ノブ（１１，１
２）は、前記ハウジング（Ｂ）内において軸方向に移動可能である前記タンク（Ｒ）に固
定され、前記傾斜壁（２１，２２）は、前記排出ダクト（１）の上部に向かって傾斜する
ディスペンサー。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のディスペンサーであって、前記排出ダクト（１）は、末端部品（２
）内に固定され、前記タンク（Ｒ）は前記ハウジング（Ｂ）内の内腔（３２）内を摺動す
るディスペンサー。
【請求項１６】
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　請求項１４又は１５に記載のディスペンサーであって、前記ノブ（１１，１２）は留め
リング（１２１）によって前記タンク（Ｒ）のネックに固定されるディスペンサー。
【請求項１７】
　請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記カム（１１
０，１２０）は前記ノブ（１１，１２）の外面（１１ｃ、１２ｃ）の底端により形成され
るディスペンサー。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のディスペンサーであって、前記傾斜壁（２１
，２２）は前記カム（１１０，１２０）に接し、多様な傾斜を有する面を有するディスペ
ンサー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、液体ディスペンサー、より詳細には、噴霧または噴射により撒布される薬液の
ディスペンサーに関する。
【０００２】
既存の液体ディスペンサーは、ディスペンサーヘッドが取り付けられた、バルブやポンプ
のような液体抽出手段を備えるタンクを有する。
抽出手段はタンクを搬送チューブに対して軸方向へ相対的に移動させることに適して、搬
送チューブは抽出手段により供給を受け、かつ外部に突き出してヘッドに覆われる部分を
有する。
【０００３】
しかし、例えばホメオパシーや眼病用の薬液のような特定の薬剤においては、投与量は非
常に少なく、３０～５０マイクロリットル（μｌ）程度である。
【０００４】
このような状況においては、液体は容積の小さいフラスコからなるタンクに詰められるた
め、使用が困難になる。
特に、スプレーチューブを覆うヘッドは寸法が小さく、スプレーチューブの軸に沿った移
動を得るために必要な多数回の操作に適していない。
【０００５】
本発明の目的は、取り扱いが容易なパッケージを提供することにあり、さらには、パッケ
ージを撒布する液体の投与量と無関係に選択することにより、これらの技術的課題を解決
することである。
【０００６】
本発明によると、この目的は、上記の種類のディスペンサーであって、液体抽出手段を備
えたタンクを有し、液体抽出手段は外方への突部を有する搬送チューブに対して軸方向に
変位することにより駆動されるのに適する液体ディスペンサーにおいて、搬送チューブの
外側部に対して水密的に接続され、かつタンクを包含するハウジングに固着された末端部
品中を通過する排出ダクトと、タンク又は搬送チューブに係合し、末端部品に固定された
少なくとも１つの傾斜壁に摺接して協動するカムを支持する少なくとも１つの側面ノブと
、前記ノブ上にてほぼ径方向に作用する推力はタンクに対するチューブの変位に変換され
、その際に液体が撒布されることを特徴とするディスペンサーの使用により達成される。
【０００７】
特徴の一つによると、タンクはハウジング内に取り外し可能に格納され、ハウジングは、
末端部品によりその上部の境界を規定される。
他の特徴によると、ノブは、押しボタンを形成する外面を有し、この外面の母線は、少な
くともその一部においてダクトの母線と平行である。
【０００８】
この押しボタンを形成する外面は、ハウジングの側面に形成された開口内において、開口
縁部と同一平面をなすように延伸されると望ましい。
この押しボタンを形成する外面は縦溝を有すると有利である。
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別例においては、末端部品はほぼ円筒状のスカートにより下方に延び、スカートの底部で
留め具によりハウジングに留められる。
【０００９】
更なる別例においては、ハウジングは径方向において互いに対向する２つのノブを有する
。
ダクトの自由端がスプレーノズルを有すると有利である。
好ましくは、ダクトとチューブは径方向に挟まれた状態によって互いに係合されることに
より連結されている。
第一の実施例によると、タンクはハウジング内に静止するように保持され、ノブはチュー
ブに固定され、傾斜壁は排出ダクトの底部に向かって傾斜している。
【００１０】
この場合、排出ダクトは末端部品の内部に摺動可能に装着され、タンクはハウジングに対
し随意に取り外し可能に固定されたスタンド内に静止するように保持される。
【００１１】
ノブはダクトに連結されてスペーサを形成するリンクアームを有すると望ましい。
さらに、カムはノブの内面に保持される隆起により形成される。
第二の実施例によると、ノブはハウジングの内部で軸方向に移動可能なタンクに対して固
定され、傾斜面は排出ダクトの上方に向かって傾斜している。
【００１２】
この場合、排出ダクトは末端部品内に固定され、タンクはハウジングの内腔の中を摺動す
る。
ノブはタンクのネックに対して留めリングにより装着されることが望ましい。
カムはノブの外面の底部端により形成されることが有利である。
別例において、傾斜壁はカムと接触し、かつ多様な傾斜を有する面を有する。
【００１３】
本発明のディスペンサーは、人間工学的に高度な形状を有し、使用時に順応性と顕著な快
適さを提供する。
特に適合する応用例は、保湿物質のような化粧品、又は鼻に対する薬液をスプレーする分
野において見出される。
【００１４】
ディスペンサーはバルブを備える加圧されたタンクに対しても、又は与圧用のポンプを備
える大気圧のタンクに対しても、等しく良好に適合させることができる。
押しボタンを形成する側面ノブが、抽出手段を簡易で信頼性があり高感度な制御をするた
め、高精度の液体撒布が可能となる。
【００１５】
さらに、極めて優れた全体的外観を呈し、従来のボトル又はフラスコ形の容器のように見
える。
図面に示されたディスペンサーは、タンクに収容する液体の中から連続的して投与量を供
給するように設計されている。
【００１６】
ディスペンサーは、図１Ａ、１Ｂ、３Ａ、及び３Ｂに示すように、大気圧タンクＲのネッ
クに取り付けられる与圧ポンプ、若しくは圧力下にあるタンクに取り付けられたバルブ（
図示せず）から構成される液体抽出手段に対し、従来の方式で固定される。
【００１７】
これら抽出手段は、搬送チューブ１０に対して手動で推力を付与しようとする使用者によ
り作動されることに、この目的においては適合し、搬送チューブは、抽出手段により供給
を受け、タンクＲの外部に突出する先端部分を有し、この先端部分を撒布ヘッド（図示せ
ず）により随意に覆う。
【００１８】
圧力下にあるタンクＲに対して軸方向においてチューブＴを相対的に移動させる全ての場
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合において、チューブ１０を静止させて、使用者によりタンクＲの底部に推力を与えても
よい。
【００１９】
ポンプのバルブが開くと、液体がチューブＴを通って外に放出され、次にチューブは戻す
ための手段（図示せず）により初期位置に戻る。
本発明においては、搬送チューブの外側部分は、排出ダクト１に対して、水密状態で接続
される。この場合、接続は、ダクト１に対し径方向における締め付けにより取り付けられ
たチューブＴにより達成される。ダクト１の底部端１ａに適当なさら孔を適宜に設けても
よい。
【００２０】
排出ダクト１は、末端部品２を通り、軸方向にチューブＴを延伸する。
末端部品２は、タンクＲを収容するハウジングＢに対し、下記に記載の方法で固定される
。
【００２１】
図面の実施例において、ハウジングＢはその上部が末端部品２により規定され、その下部
が底部形成スタンド３により規定され、このハウジングＢの内部にタンクＲが格納される
。ハウジングＢは、ハウジングの詰め替え又はタンクの詰め替えのため、随意に取り外し
可能である。
【００２２】
図１Ａ及び１Ｂにおいて、末端部品２は、ほぼ円筒状をなすスカート２ａにより下方に延
伸され、スタンド３上に設けられた補助部品３２と協動して末端部品２をハウジングＢに
固定するように設計された留め具２３をその下端に備える。
【００２３】
末端部品２のスカート２ａは、ハウジングＢの側壁の一部を形成し、末端部品２と一体的
に形成される（図２Ｂ）か、又は組み立て部品として、別個の部品に形成される（図２Ａ
）。
【００２４】
ダクト１の上端１ｂはスプレーノズル１０を備える。
本発明のディスペンサーは、少なくとも１つ、この場合は径方向において対向する２つの
ノブ１１及び１２を有する。
各ノブ１１、１２は、末端部品２に固定される傾斜壁２１、２２に接して摺接するために
カム１１０、１２０を備える。これらのノブは、図１Ａ及び１Ｂの実施例にあるように搬
送チューブＴに係合するか、又は図３Ａ及び３Ｂの実施例にあるようにタンクＲと係合す
る。
【００２５】
傾斜壁２１、２２の長さは、所定量の液体を撒布できるようにするためにチューブＴが必
要とするストロークの機能として調整される。タンクＲ又はチューブＴに対するハウジン
グＢと末端部品２の相対位置は、液体を正確な投与量だけ抽出することを保証すべく適切
な留め具により確実に固定される。
【００２６】
ノブ１１、１２のカム１１０、１２０と、末端部品の傾斜壁２１、２２との間の協動は、
少なくとも一個のノブ上においてほぼ径方向に作用する推力により、上向き又は下向きの
摺動が生じ、チューブＴが軸方向においてタンクＲに接近するように移動するものである
。チューブＴの相対的なストロークは、液体の一回の投与量を搬送するように抽出手段Ｐ
を作動することに対応する。
【００２７】
ハウジングＢの側壁に開口２０が形成され、外面１１ｃ、１１ｄに対してわずかな隙間を
有するようにノブ１１、１２を収容する。
外面１１ｃ、１２ｃは開口内において、ハウジングに不連続面が生じることを防ぐように
、かつ湾曲のボディとしての形状を保つように、スカート２ａの外周壁と面一になるよう
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に延びている。開口２０のへりは、面取りされていると有利である。
【００２８】
外面１１ｃ、１２ｃは押しボタンを形成し、少なくとも一部にダクトの母線に対して平行
に延びる母線を有する。
側面１１ｃ、１２ｃの目にふれる表面は、手動で押圧操作がより好適にできるようにし、
すべりを防ぐために縦溝１３を有することが望ましい。
【００２９】
図１Ａおよび１Ｂにおいて、カム１１０、１２０は、ノブ１１、１２の内面１１ｂ、１２
ｂの上部にて支持される突起の形に形成され、傾斜壁２１、２２はダクト１の底部に向か
って傾斜する。
【００３０】
このような場合は、カムは傾斜壁の下部表面に対して摺接する。
ノブ１１、１２は、スペーサを形成し、ダクトの側壁に対してほぼ垂直に延びるリンクア
ーム１１ａ、１２ａによりダクト１に対して接続される。
リンクアームは、ダクト１と同軸上に配置された円盤と一体的に形成されてもよい。
【００３１】
内面１１ｂ、１２ｂは、アーム１１ａ、１２ａを上向きに、かつ径方向においてダクト１
から離間するように延伸させることにより、外面１１ｃ、１２ｃに対して接続される。
【００３２】
内面１１ｂ、１２ｂは補剛材としてのリブ１１１、１１２を備えるが、リブを備えない場
合は変形に対してある程度の可撓性を残す。
ダクト１は、剛体の末端部品２の内部において軸方向に延びる腔内を自由に摺動し、タン
クＲは、ハウジングＢの内部に静止保持される。
【００３３】
ダクト１の上端１ｂは、少なくともディスペンサーが静止位置にあるときは、末端部品２
から自由な状態で突出する。
スタンド３は、円筒状の空洞３０を有し、タンクＲを収容するが、その大きさは径方向に
おける締め付けによりタンクを保持できるように調整される。
【００３４】
タンクＲをスタンド３に挿入することを促進するために、空洞３０はテーパー状の上部口
３１を有する。
図３Ａ及び３Ｂにおいて、ノブ１１、１２はタンクＲに固定され、この場合においては、
タンクＲはハウジングＢ内で軸方向に移動可能であり、排出ダクト１は末端部品２内に取
り付けられて、そこから下方に突き出している。
【００３５】
タンクＲは、スタンド３内に形成された内腔３２内を軸方向に摺動するように案内され、
内面１１ｂ、１２ｂは、ノブ１１、１２上において径方向に作用する推力の影響によりダ
クト１０の軸方向に折り曲げられ、そのとき外面１１ｃ、１２ｃは末端部品２の内部に受
け入れられる。
【００３６】
傾斜壁２１、２２は、ダクト１の頂端に向かって傾斜し、摺動して、ノブ１１、１２のカ
ムを形成する外面１１ｃ、１２ｃの底端と協動する。
この目的のため、側面１１ｃ、１２ｃの底端は曲線形状を有し、このような場合はカムと
接して摺動するのは、傾斜壁２１、２２の上面である。
【００３７】
傾斜壁２１、２２のそれぞれは、ハウジングＢと末端部品２の内壁の間に設けられた円錐
の壁面として形成され、末端部品の底部に適宜固定される。
傾斜壁２１、２２の接触面は、その高さを変えることにより傾斜を変化させることができ
、しかもこの傾斜状態は不連続又は連続に（すなわち曲線を形成して）延びる。そのため
、例えば、その下部において傾斜が浅く、ノブ１１、１２に対する推力の付与が開始され
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たときに対応することができる。
【００３８】
ノブ１１、１２は、タンクＲのネックに対し内面１１ｂ、１２ｂに取り付けられたリング
１２１により取り付けられ、タンクＲのネック、又は抽出手段Ｐを密閉する役割も担うブ
シュＤにより保持される相補部品と協動するように、例えばスナップにより、内面１１ｂ
、１２ｂに固定される。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　本発明のディスペンサーの第一の実施例における休止状態を示す断面図。
【図１Ｂ】　本発明のディスペンサーの第一の実施例における散布中の状態を示す断面図
。
【図２Ａ】　図１Ａ及び図１Ｂの実施例における正面図。
【図２Ｂ】　図１Ａ及び図１Ｂの実施例における斜視図。
【図３Ａ】　本発明のディスペンサーの第二の実施例における休止状態を示す断面図。
【図３Ｂ】　本発明のディスペンサーの第二の実施例における散布中の状態を示す断面図
。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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