
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
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第１の液体調合物（５，１１３）を収容する第１の容器（６；１１２）と、便器が洗い
流されるとき前記調合物を便器ボウルに分配する分配手段（１２，１４，１７，２２，２
４，３２；１２０，１２８，１３０，１３４）と、を具備し、
　前記容器（６；１１２）が、便器ボウルの縁（１５４）から支持部材（４；１１４）を
吊下げるためのストラップ（１０；１１６）を有する支持部材（４；１１４）に保持され
ている、便器ボウル用の化粧室清掃装置であって、
　空間（１３９）が、前記容器（６；１１２）の肩部（１３８）の下の前記支持部材（４
；１１４）内に具備され、
　第２の固体調合物（５０；１４４）が前記容器（６；１１２）の肩部（１３８）の下の
支持部材（４；１１４）内に収納され、かつ洗浄水が前記第２の調合物の上を洗浄するた
めの手段（５９；１４６）が具備されていることを特徴とする化粧室清掃装置。

前記第１の調合物（５，１１３）が１つ又は複数の界面活性剤、染料及び香料を含んで
いることを特徴とする請求項１に記載の化粧室清掃装置。

前記第２の調合物（５０；１４４）が漂白剤を含んでいることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の化粧室清掃装置。



　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芳香及び清掃製品を化粧室のボウル（くぼみ）に分配するための化粧室清掃
装置に関する。本発明は特に、香料、界面活性剤又は殺菌剤のような液体製品を特に溶液
、分散又は懸濁の形式で漂白剤又は石灰スケール剥離剤のような他の比較的侵食性の製品
と共に分配し、またこの液体製品を便器のボウルを洗い流すのに用いられる水の作用のも
とに便器ボウルに分配する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　便所のボウルの内側縁の内部に取付けられる、固体又は半固体の製品の形式のトイレッ
トオートマティック、と称される“リムブロック”を提供し、便所のボウルでは洗い流す
水（洗浄水）がこの製品を洗い流しそれによりこれを溶解し又は侵食し活性成分を水の流
れの中に解放することが長い間にわたって知られてきた。ブロックはまた栓からの水がブ
ロックの上を流れ槽の中に流れる日本型式の槽の頂面に置かれてもよくまた成分を水の中
にゆっくりと解放する水の水面より低い槽の内部に置かれてもよい。
【０００３】
　これらの製品は長い間界面活性剤、香料及び染料を便器のボウルに分配するのに用いら
れてきた。界面活性剤は清掃作用を提供し、一方染料と香料は使用者にある清掃効果が達
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前記第２の調合物（５０；１４４）が石灰スケール除去のための酸性成分を含んでいる
ことを特徴とする請求項１または２に記載の化粧室清掃装置。

前記分配手段が分配プレート（１２；１３４）を具備し、
　使用時に、前記液体調合物が分配プレート（１２；１３４）上に分配され、洗浄水が前
記調合物を前記分配プレート（１２；１３４）から前記便器ボウルの中へ洗い流すことを
特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の化粧室清掃装置。

前記第１の調合物（５；１１３）が漂白剤を含んでいることを特徴とする請求項１に記
載の化粧室清掃装置。

前記第２の調合物（５０；１４４）が着色剤を含むことを特徴とする請求項１に記載の
化粧室清掃装置。

洗浄水を前記第２の調合物（５０；１４４）の上で洗い流す前記手段が、前記支持部材
（４；１１４）の壁（１６，１４０）に設けられた開口（５９）又は細溝（１４６）を具
備することを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の化粧室清掃装置。

前記固体混合物（５０）がケージ（８）内に収容されており、該ケージと前記容器がユ
ニットを形成するよう共に挾持されていることを特徴とする請求項１に記載の化粧室清掃
装置。

前記第１の液体調合物及び前記第２の固体調合物（５０）は、それらが前記便器ボウル
に入るまで分離して保持されることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の
化粧室清掃装置。

前記第１の液体調合物を収容する第１の容器（６）と、前記第２の固体調合物を収容す
る第２の容器（８）とを具備し、
　前記第１の容器（６）及び前記第２の容器（８）が分離して形成されており、
　前記第１の容器（６）及び前記第２の容器（８）がユニットを形成するよう共に挾持さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の化粧室清掃装置用の詰め替え品。



成されたという視覚及び嗅覚の表示を提供する。多くの努力がまた、ナトリウムジクロロ
イソシアヌレートのような漂白剤を便器ボウルに分配する縁ブロックを考案することに注
がれこの縁ブロックはこの適用により成功裏に発展しまた市場に出されてきた。
【０００４】
　水をタンクの中に一回分投与する製品と便器ボウルの中に直接一回分投与する製品を調
合する時に種々の考案がなされた。固体ブロックに関し、このブロックはタンクの中で用
いられる時水に完全に浸漬されるが便器ボウルに用いられる時は水を洗い流すよう間欠的
に露出されるだけである。
【０００５】
　多くの種々の機構が固体又は液体の調合物をタンクの中にタンクの中の水の運動を利用
して投与するために提案されてきた。便器ボウルの中に直接投与するため、長く使用され
た方式はボウルに入るときの洗い流す水の経路に吊るされたケージ（かご）の中に収容さ
れた固体ブロックであった。
【０００６】
　さらに最近は、縁ブロックと同様に、液体の便器浄化製品を便器ボウルに直接投与する
ための製品が開発され、いわゆる液体縁ブロックが提供されている。例えば、ヨーロッパ
特許公開第０５３８９５７号は水洗便所のボウルの内縁に取付けることができ液体浄化製
品を洗浄水の中に投与する装置を記載している。この装置では液体製品が洗浄水の経路に
配置された分配プレートを形成する多孔性物質からの水の流れの中に投与される。この多
孔性物質はその上方に配置された容器から液体製品が供給され、容器の底部の口が多孔性
物質の上面に開口する液体透過栓を有している。
【０００７】
　ヨーロッパ特許公開第０７８５３１５号は上記した装置の開発を記載している。液体製
品を多孔性物質からの水の流れの中に分配するという同じ基本原理が用いられている。し
かし、容器からの液体製品は調整通路を介して多孔性物質の上面に置かれる。この液体は
オリフィスを通って通路の中に計量され空気を容器の内部に流入させる別の開口が設けら
れる。計量オリフィスと空気開口の大きさは投与されている液体の粘性に関連している。
【０００８】
　ＷＯ９９／６６１３９号とＷＯ９９／６６１４０号はヨーロッパ特許公開第０５３８９
５７号の多孔性プレートの代わりに種々の型式の分配プレートを含む液体縁製品の種々の
変更例を記載しており、またＷＯ００／４２２６１号は溝つきプレートを用いる構想を記
載している。
【０００９】
　上記方式の全ては液体を直接容器の口から分配プレート上に分配するという同一の基本
的な思想を用いている。
【００１０】
　液体縁方式のさらなる発展が本明細書に参照例として合体されている同時係属出願英国
００２６８３２．６号とＷＯ０１／３２９９５号に記載されている。
【００１１】
　ヨーロッパ特許公開第７７５７４１号は液体縁製品に用いるのに適している液体調合物
を記載している。この調合物は香料、陰イオン又は非イオンの界面活性剤、蒸発調整剤及
び溶剤で構成されている。ヨーロッパ特許公開第７７５７４１号はさらに次亜塩素酸、過
酸化水素又はイソシアヌレートのような漂白もしくは殺菌剤が液体調合物に結合できるこ
とを述べているが活性調合物は記載されていない。
【００１２】
　液体型か又は固体型かという漂白剤調合物に関する問題は、漂白剤が調合物中の他の成
分と分配装置自体とに対し、特に透明な容器を用いそのため使用者が調合物の色を見るこ
とができまた供給物が近くで排出され詰め替えが必要な時を知ることができることが望ま
しい場合に、逆の作用を持つことがあるということである。例えば、良好な品質の芳香は
漂白剤とは適合しない。典型的には、ＰＶＣとＰＥＴが液体縁用具を成形するのに用いら
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れるが、高密度ポリエチレン又はポリプロピレンが漂白剤系にとって好ましい材料である
。
【発明の開示】
【００１３】
　我々は上記の問題を、一方において漂白剤又は石灰スケール除去剤他方において界面活
性剤、染料及び／又は芳香のような、一般に不適合な（配合禁忌の）薬剤の別々の供給源
が得られる液体縁製品を提供することにより、解決する。これは供給源そのものの調合を
簡単にするばかりでなくまた分配装置の製造により大きな融通性を与えるという利点を有
している。
【００１４】
　便所のタンクの中に投与される米国特許第３，５０４，３８４号、米国特許第４，２０
０，６０６号及び米国特許第４，２４８，８２７号に記載されているような固体又は液体
の合成物を用いる時は不適合の成分を分離することが示唆されているが、この思想の成功
した商業的な適用は達成されていない。我々は液体調合物を便器ボウルの縁で分配する時
又は固体と液体の調合物を縁分配装置に組込む時に、別々の供給源の材料を用いることに
ついては何も示唆されていないと考える。
【００１５】
　本発明の１つの形態は、第１の液体調合物を収容する第１の容器と第２の調合物を収容
する第２の容器とこれら調合物を洗い流す水の作用のもとに自動的に分配する分配手段と
を具備する便器ボウルに用いる化粧室清掃装置を提供する。
【００１６】
　好ましくは、分配手段は、分配表面を具備し、第１の調合物が分配表面上に分配され便
所の洗い流し水が分配表面の上を流れ第１の調合物を便器ボウルの水の中に運ぶものであ
る。より好ましくは第１及び第２の調合物は分配手段によって実質的に分離された状態が
維持されそのためこれら調合物が洗い流し水と混合するまでは接触することがない。特に
調合物が便器ボウルの各洗い流しの間は化粧室清掃装置においては実質的に接触しないこ
とが望ましい。
【００１７】
　他の形式では、芯が液体調合物を収容する容器の中に延び液体調合物がこの芯の上を流
れる洗浄水によって容器から取出される。ドイツ特許公開第３，４１９，１６９号はこの
ような装置を記載している。
【００１８】
　上記のように、第２の調合物は酸の調合物とすることができる。このような調合物は特
に石灰スケールの便器ボウルの中での形成と増進とを減少するようになっている。
【００１９】
　織布の表面を用いる分配方式は従来技術の多孔性物質又は溝つきプレートに比べて粘性
の液体を投与領域にわたってより速くまたより良好に拡散させることができる。理論に結
びつけるようにすることなく、この織布表面の比較的微細な表面構造は改良された拡散特
性に寄与する。
【００２０】
　粘性液体のより良好な拡散は、さらに容易に拡散される低い粘性の液体に比べて、洗浄
水の中での分解と分散に対するより大きな抵抗に逆らうものとなる。
【００２１】
　さらに好ましくは、粘性の液体が吸収されず又は織布の中に実質的に吸収されずそのた
め便器ボウルの中の洗浄水によってさらに容易に洗い落とされ又は大気へとより容易に蒸
発し改良された芳香を提供する。疎水性の織布が好ましい。
【００２２】
　織布材料は繊維、糸又はフィラメント（ここでは広く繊維と称する）から作られた材料
又は織成物である。この材料は繊維が結合され、溶解され又はかみ合わされた織られてい
ない材料であるが編み合わせ、より合わせ又は巻き合わせ（一般にここでは織成又は編成
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と称する）によって作られた材料が好ましい。
【００２３】
　この材料は平面上で見た時極めて目が詰んでおり、それにより実質的に連続した表面を
呈し、隣接する繊維間に空隙があったとしても少ししかないようになっている。粗目の織
成構造がまた良く作動することが知られている。織成又は編成工程により、織布は織られ
た又は３次元の表面を有するようになる。
【００２４】
　材料の表面は圧縮され、すなわち２，３の繊維又は繊維要素が表面から突出し、また表
面の織りは低い外形又は高さを有している。
【００２５】
　用いられる１つの織成材料は網のカーテン材料又はろ過材料のようなより過酷な用途に
用いられるようなポリエステルの編まれた繊維である。
【００２６】
　ある程度の試行と実験が、織布材料と織り方を液体の粘性及び表面張力と分配装置の物
理的な設計パラメータとに調和させるために必要となる。
【００２７】
　液体成分は、例えばヨーロッパ特許公開第５３８９５７号、ＷＯ９９／６６１３９号及
びＷＯ００／４２２６１号に見られる型の装置を用いて、容器から分配表面に又は上方か
ら織布の上側表面に直接分配することができる。しかし液体を分配表面又は織布の下側に
配置されたカップから分配するのが特に好ましい。毛細管組織が液体を分配表面又は織布
表面に分配する。この毛細管は、例えば空気清浄器に用いられるような一連の溝、もしく
は通路、多孔質部材、もしくはセルロース、ポリエステルの芯、その他とすることができ
る。液体を分配プレートの上側表面の上に分配する装置は同時係属出願ＷＯ０１／３２９
９５号に記載されている。このような装置は同時係属出願英国００２６８３２．６号にさ
らに詳細に記載されている編成物又は織成物と共に用いるのに適している。
【００２８】
　第２の調合物、好ましくは漂白剤又は酸の調合物は液体とすることができ、また上記し
たものと同様な機構を用いて分配される。しかし、第２の調合物が固体であり漂白剤を含
まない調合物のための容器に近接して収容されることが特に好ましい。この固体調合物は
単一のブロック（塊）又は１つもしくは数個の板状片、ペレット、顆粒等とすることがで
きる。第２の調合物はまたペースト又はゲルとすることもできる。
【００２９】
　好ましくは、板状片、ペレット、顆粒等は実質的に囲まれた空間の中に収容されこの空
間は開口を有し洗浄水がこの空間に流入し成分のうちのあるものを化粧室のタンクの中に
洗い流すようにするが、この空間は使用時に使用者が接近するのを阻止する。
【００３０】
　より好ましくは、洗浄水が便器ボウルの中に流入する前の短い時間の間固体調合物と接
触して保持される。これは調合物の成分を溶解するのに十分な時間を保証し、またこの溶
液が洗い流しサイクルの終期に分配されそれにより便器ボウルの洗浄水による作用が直ち
に行われないようにするのを保証する。
【００３１】
　固体調合物は染料又は着色剤を含有することができる。着色剤は液体調合物に用いられ
便器ボウルの中で濃い色を与えるが、高い凝縮が要求される。これは液体製品からの分配
時に少なからぬ汚染をもたらす。固体の着色剤含有成分を提供することにより染料の解放
はより良好に制御される。ブロックは周知の“ＢＬ００”（登録商標）ブロックの合成物
と同様の染料、界面活性剤及び充填材を含有することもできる。
【００３２】
　別々の調合物を提供することにより、調合物の種々の成分の特性に良く適合された分配
機構を提供することが可能となる。これは、これら薬剤が正しく取扱われなかった場合に
問題を生じるため漂白剤にとって特に重要である。漂白合成物を調合する時注意がはらわ
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れ製造中又は在庫時に不安定となるのを回避しなければならず、また分配機構は使用者と
の接触の危険を最小としまた使用中の染料成分の変色のような製品の顕著な劣化を回避す
るのを保証しなければならない。
【００３３】
　したがって、例えば、我々は長い在庫寿命を有する固体の漂白剤調合物を提供すること
ができ、また使用時漂白剤を必要な期間にわたって、典型的には３週間又はそれ以上にわ
たって分配することができる。
【００３４】
　漂白剤成分が液体縁用具の他の清掃又は清浄化成分に別々に分配できまた分配されるの
を実現することにより、我々はこれら成分の製造、貯蔵及び使用時の分配に実質的な改良
を得ることができる。
【００３５】
　使用者による接触を制限することができる固体調合物を提供することが可能となりまた
そのため外被が例えば使用者による詰め替えができるようにする取外し自在の覆いを有す
ることができる。
【００３６】
　液体の詰め替えが容易に行われ液体と容器とが単一のユニットとして取替えられること
が理解されるであろう。
【００３７】
　詰め替え部品が液体容器と単一のユニットとして設けられた固体ケージとの組合せから
なることが特に好ましい。
【００３８】
　本発明の形態は添付の特許請求の範囲に記載されている。
【００３９】
　本発明はさらに添付図面を参照する単なる一例により以下に記載される。
【００４０】
　図１から８の実施態様において、化粧室清掃装置２は、液体調合物５（図５参照）を収
容する容器６と固体調合物を収容するケージ（かご）８とを担持する主支持部材４を具備
している。容器６とケージ８は一緒に挾持され主支持部材４から取外し可能である。容器
６とケージ８の組合せは図８に見られる詰め替え品を形成する。
【００４１】
　支持部材４はその後壁１６上に折りたたまれたストラップ（帯革）１０を有している。
ストラップ１０は従来技術において良く知られているように、折りたたまれず便器ボウル
の縁の上に引っ掛けられる。ストラップ部分１０ａは便器縁の内壁に当接するようになる
（図１６参照）。
【００４２】
　図２と６にさらに明確に見られるように、その上面に織布層１４を有する分配プレート
１２が支持部材４の下側に取付けられ後壁１６の後側に延びている。使用時、プレート１
２は便器ボウルの縁の下側に延びそれにより洗浄も水が織布層１４の上にはねかかるよう
にする。
【００４３】
　プレート１２は便器ボウルの側壁に当接し便器ボウル、特に米国型のボウルに十分な水
が集中するのを保証し、ここで洗浄水は縁から乱流として滝状に落下よりはむしろ壁を流
れ落ちるように案内される。
【００４４】
　以下にさらに十分に記載されるように、化粧室清掃装置２は実際に、液体製品を分配す
る第１の装置と固体製品からの成分を分配する第２の装置とからなり、これら製品を分離
して保持しかつ単一の詰め替え品を構成する２つの分配装置を組込んでいる。
【００４５】
　液体分配装置が最初に記載される。容器６は典型的には透明な又は半透明のＰＥＴ又は
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ＰＶＣで成形される。高密度ポリエチレン又はポリプロピレンが、容器が例えば漂白成分
を収容し又は漂白成分に接触している場合に使用される。容器６は破壊できるシール２０
とシール２０の下側に延びる管状カラー２２とを有する蓋１８によって閉じられた出口開
口１７を有している。破壊する前は、シール２０はカラー２２の内端部２３を横切って延
びている。
【００４６】
　ポリプロピレンで成形された分配プレート１２は主支持表面２６から下方に垂下するカ
ップ２４を有している。スピゴット（差し口）２８がカップ２４の底壁３０から上方に突
出している。
【００４７】
　織布材料の層１４が支持表面２６上に位置している。織布材料層１４は例えば超音波溶
接によって表面２６に接着もしくは溶着され又は例えば表面２６から上方に突き出るスパ
イク（くぎ）により平らに保持される。
【００４８】
　織布層１４はカップ２４の口と同一空間を占める開口３８を有している。織布層１４は
カップ２４を完全に取巻く必要はない。必要なことは液体をカップからプレート２６と織
布層１４の露出した部分に分配することである。
【００４９】
　主支持部材４は支持部材４の底壁３６に一体に形成された毛細管部材３２を有している
。毛細管部材３２は織布層１４の開口３８を通ってカップ２４の中へと延びている。毛細
管部材３２は円筒状であり、その外壁に形成された毛細管通路４０を有し、カップ２４の
内壁４２に対面している。毛細管通路４０は底壁３６の下側にまで延び、また壁３６の厚
肉部分に沿い、織布層１４に重なるＬ字形を形成している。毛細管通路４０は液体を織布
層１４の上に分配するよう位置決めされる。
【００５０】
　所定位置に織布層１４を有する分配プレート１２は、例えば分配プレート１２を下側で
挾持する支持部材４の壁に一体形成されたニブ（だぼ）３５により支持部材４に挾持され
る。
【００５１】
　使用に際し、容器６が支持部材４に押し込まれ、スピゴット２８が蓋１８の破壊可能な
シール２０を移動させる。容器６の壁に形成された隆起部３９が支持体４の上縁４１の上
に載る。支持体４の内面のリブ４３が容器の壁の凹所４５に係合する。液体５はカラー２
２を通って容器６からカップ２４の中へと流れる。カップ２４からの液体は毛細管通路４
０によって織布層１４の上面４４上に導かれる。毛細管通路４０はカップ２４の内壁４２
と共働し、液体が織布の上側表面４４の上に延びている毛細管通路４０の上側脚部分４６
に流入するまで液体を上方に向って導く。
【００５２】
　液体は次に織布の織目によって毛細管通路４０から離れるよう導かれ、表面４４の上に
ゆっくりと拡散する。織布層への実質的な吸収がないのが好ましく、したがって疎水処理
が好ましい。織布層の一例は Karl Meyer Raschel Jacard＝ RMJG 5 FNE Machine, Warp (P
illar) 150/36 Semi Dull Polyester (Flat) Back Bar (Top Creel) 1/167 Textured Pol
yester, Front Bar (Bottom Creel) 2/167 Textured polyesterで編成される。現に好ま
しい材料は粗目織のジャカード編みポリエステルであり、
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　２５．４Ｃ．Ｐ．Ｉ．の品質を有している。他の織布組織の型は
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　であり、
　２５．４Ｃ．Ｐ．Ｉ．の品質を有している。
【００５３】
　この配置構造は特に粘性の液体と共に用いるのに適している。粘性の低い液体にとって
は、織布層１４はなしてすませることができ、またプレート１２の上側表面２６は例えば
放射方向の溝が織り込まれ液体をこの表面の上に導くようにする。最初、容器６からの液
体はカップ２４をカラー２２の下縁４７の直ぐ上までだけ充たす。液体が毛細管通路４０
によりカップ２４の外に導かれるにつれて、カップ２４の液面は縁４６の下に下降し、空
気が容器６に入るようにし、それにより縁４６が再び覆われるまで、液体がさらに容器か
らカップ２４に流入するようになる。
【００５４】
　容器蓋１８は壁３６から上に延びる円筒体４９の中に嵌まる。溝５１が円筒体４９の壁
の内側に設けられ空気がカップ２４に流入できるようにする。壁３６は織布層１４から離
れて位置し液体５が織布の表面の上に流れ出るようにする。壁３６の支持表面２６からの
間隔とそのためのあるとすれば織布１４の圧縮とは壁又はカップ２４からの製品の分割の
速度に影響を及ぼすことが知られている。そのため、ある種の試験が特定の織布、液体の
粘性等に適合するようこの間隔を最適とするために必要とされる。
【００５５】
　本発明の装置が便器ボウルに取付けられた時、洗浄水は織布層１４の上側表面の上に流
れ、液体を織布表面から洗い流す。
【００５６】
　好ましくは、液体の粘性、毛細管通路の大きさ、等は、便器ボウルが洗い流された後３
０秒から１０分以内に新鮮な液体の投与により表面４４を再び満たすように調整される。
【００５７】
　上記の液体分配構造は、その内容が参照例として合体されている同時係属出願ＷＯ０１
／３２９９５号及び英国００２６８３２．６号にさらに詳細に記載されている。
【００５８】
　清掃装置２の他の構成要素は漂白剤の固体のタブレット（錠剤）５０である。錠剤にさ
れた漂白剤はよく知られている。
【００５９】
　錠剤５０は容器６の下側で支持部材４に嵌まるケージ８の中に保持される。ケージ８は
ポリプロピレンで成形され錠剤１４が位置する円筒状カップ５２を形成する。前後の壁５
４，５５がカップ５２から上方に延び容器６を抱持する。
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【００６０】
　ケージ８は、錠剤５０の周りに侵透し漂白剤成分を溶解しついで便器ボウルの中に滴下
する小量の洗浄水を収容するよう構成される。漂白剤成分を容器６の液体成分から、これ
ら成分が便器ボウルの中で混合するまで、分離するのが望ましい。したがって、洗浄水は
、図７に最も明瞭に見られるようにカップ５２の底壁５８の開口５６でケージ８を出る。
【００６１】
　図７を参照すると、開口５９が支持部材４の後壁１６に分配プレート１２上の織布層１
４の高さで形成されている。円筒状カップ５２の対応の開口６０が開口５９に整列してい
る。織布層１４の上を流れる洗浄水は開口５９，６０を通り錠剤５０の上にはねかかる。
この水は次に流れ落ち開口５６を通って流れ出る。錠剤５０はリブ６１に支持され、錠剤
をカップ５２の円錐形の底壁５８の上に支持する。底壁５８は分配プレート１２の開口６
２と整列している。
【００６２】
　織布層１４は、支持部材４の下側の所定位置に落とし嵌めされた分配プレート１２に固
定されている。漂白剤の錠剤５０を所定位置に有するケージ８が、液体と界面活性剤の混
合物で充たされ蓋１８によって閉鎖される容器６に落とし嵌めされる。使用の時点で、消
費者が容器とケージのユニットを支持部材４の中に押し込む。スピゴット２８がシール２
０を移動し、それにより液体がカップ２４を充たし上記したように織布層１４の表面上に
導かれるようにする。ユニットは便器ボウルの縁に吊り下げられ、プレート１２は洗浄水
の流れの中に延びている。
【００６３】
　便器が洗い流される時、洗浄水は迅速に液体５を織布層１４の表面から洗い落とす。水
はまた開口５９，６０を通過し漂白錠剤５０の上を流れ漂白剤成分を開口５６を通って洗
い出す。洗浄水は漂白錠剤５０の上に界面活性剤の一部を担持することができるが、これ
は開口５６を通って洗い出されそのためカップ５２の中で長時間接触することがなくなる
。いずれにしても、例えば錠剤５０の変色が使用者にとっては見えなくなる。
【００６４】
　プレート１２は図６の線６３で仕切られ、又は織布層が例えば図６の線６４で開口５９
から中断される。
【００６５】
　上記のように、錠剤５０はペースト、もしくはゲル、顆粒等の形式となっている。所望
ならば、錠剤５０はまた容器６とは別に取替え可能である。
【００６６】
　上記のように、容器６の中に界面活性剤、香料、染料及び任意に殺菌剤を含む液体調合
物を設けることが望ましい。ヨーロッパ特許公開第７７５，７４１号はこのような調合物
を記載している。
　好ましい調合物は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
　陰イオン界面活性剤　　　　　　　　　　　　　２６．５
　非イオン界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　５．０
　溶剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　抗酸化剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００４
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　染料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００２４
　防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　ナトロウザルセルロース増粘剤　　　　　　　　　０．４
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平衡
である。
【００６７】
　ナトロウザルの量は、典型的にはブルームフィールドＬＶ粘度計で、２０℃、スピンド
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ル２、速度６で測って、３５０から５０００センチポイズ、好ましくは２０００から４０
００センチポイズの範囲である所望の粘性を得るために変えられる。
【００６８】
　漂白錠剤調合物はまた当該技術において周知であり、そして典型的な調合物はナトリウ
ムジクロロイソシアヌレート又はトリクロロシアヌリック酸を含んでいる。
【００６９】
　上記のように、石灰スケール除去又は抑制のための酸性材料の固体錠剤が使用され、そ
して典型的な調合物は重量で９０％のクエン酸を含んでいる。
【００７０】
　漂白剤（又は酸）成分は液体調合物として構成され、また容器６から分配される。典型
的な液体の漂白調合物は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
　次亜塩素酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　４．５
　水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．８
　ミリスチルアミンオキシド　　　　　　　　　　１０．０
　ナトリウムキシレンサルホネート　　　　　　　　０．７５
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平衡
である。
　これは約３５００ＣＰＳの粘性を有している。
【００７１】
　容器６の材料は漂白剤抵抗性である。漂白剤抵抗性着色剤又は染料が液体漂白調合物に
結合されそれにより使用者が容器の空である時を容易に告げることができるようにする。
【００７２】
　他の液体の漂白剤調合物が例えば米国特許第５，０３４，１５０号、ヨーロッパ特許公
開第２３３，６６６号、ヨーロッパ特許公開第１３７，５５１号、英国特許公開第１，４
６６，５６０号に記載されている。
【００７３】
　酸調合物の一例は１０％塩化水素酸、タローアンモニウムクロライドタイプ１．５％、
アルコールエトキシレート（非イオンの）１．５％、染料、香料及び約５００ＣＰＳの粘
性を与えるための平衡水である。漂白剤又は酸成分が液体として調合されている場合は、
界面活性剤／香料／染料成分が、固体として調合され、当該技術において周知の、界面活
性剤、溶解度制御剤（疎水性）、香料、着色剤、電解質充填材等からなる固体の縁粘着性
物質のための調合物を用いる。
【００７４】
　図９の実施態様は２つの液体合成物を分配し、またこれが２つの液体合成物を分配する
がこれら合成物は分離されている点を除き、ＷＯ００／４２２６１号に見られる液体縁装
置と構造が同じである。
【００７５】
　支持部材７０が明瞭のためその後壁７２の部分が除去されて示されており、また保持器
を便器ボウルの縁から吊り下げるのに用いられるストラップ（帯ひも）が示されている。
支持部材７０の底壁７４は間隙７６によって分離された２つの別体の部分７４ａ，７４ｂ
に分割されている。円筒体又はカラー７８が各底壁部分７４ａ，７４ｂから上方に延び、
開口が各壁部分７４ａ，７４ｂに円筒体７８で区画された区域内で設けられる。
　分配プレート８０が壁７４の下側に挾持される。
【００７６】
　図１０に見られるように、プレート８０は壁７４の対応の開口を通って上方に突出する
ように配置されたスピゴット（差し口）８２を有している。
【００７７】
　中各の分割壁８４がプレート８０の上側表面８６を別体の半割り部に分割する。一連の
溝又は通路８７がスピゴット８２から離れるよう延びている。
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【００７８】
　全体が透明の又は半透明の液体容器９０が壁９６によって分割された２つの別々の区画
室９２，９４を有している。容器９０は相互に接着された又は製造を容易にするよう形成
された２つの別々の部材として形成されることが理解されるであろう。
【００７９】
　各区画室９２，９４の出口開口又は頸部９８，１００が対応の円筒体７８にぴったりと
嵌まり、スピゴット８２が容器が支持部材７０の中へと押し下げられるにつれて破壊可能
なシールを押し出す。
【００８０】
　区画室９２，９４からの液体が分配プレート８０の各表面部分８６ａ，８６ｂの上に流
れ落ちる。分割壁８４は液体を通路８７に沿って移動するとき分離した状態に保つ作用を
する。
【００８１】
　本装置は、異なった液体合成物が異なった分配表面８６ａ，８６ｂの上に分配され、こ
れら合成物が便所のタンクの中へと洗い流されるまで壁８４によって分離して保持される
点を除き、ＷＯ００／４２２６１号に記載されているように機能する。液体の合成物は第
１の実施態様に関して上記したように調合される。また、液体分配装置は第１の実施態様
に記載されているようになっており、分配表面の下側のカップと液体を織布層とすること
のできる分配表面上に分配するための毛細管装置とを用いることが理解されるであろう。
【００８２】
　図１１と１２の実施態様においては、支持部材自体が小さな錠剤又はペレットの固体漂
白剤調合物を保持するためのケージを形成している。
【００８３】
　これら図面はＷＯ００／４２２６１号に見られる装置と構造が同様の液体分配装置１１
０を示している。半透明のポリプロピレンからなる容器１１２が液体の界面活性剤／染料
／香料の混合物１１３を収容している。容器１１２は、支持部材の後壁１１８と一体の可
撓ストラップ１１６により便器ボウルの縁に挾持された支持部材１１４に保持されている
。
【００８４】
　容器１１２は蓋１２２によって一時的に閉鎖された出口１２０を有している。蓋１２２
は図８に見られるように容器１１２が支持部材１１０に挿入された時スピゴット１２５に
よって押し出される破壊可能なシール１２４を有している。蓋１２２の残り部分は出口１
２０と円筒状カラー１２８との間のシールを形成する作用をする。
【００８５】
　カラー１２８は支持部材１１０の底壁１３２に開口１３０を区画形成する。容器１１２
からの液体は出口１２０を通って壁１３２の下側の所定場所に挾持された分配プレート１
３４の上に流れる。スピゴット１２５がプレート１３４から上方に突出する。溝１３６が
スピゴット１２４から離れるように延び液体を図９と１０の実施態様に記載されているよ
うに、ブレート１３２の露出した表面上に導くようにする。したがってまた、この構造は
ＷＯ００／４２２６１号に記載されているものと同様である。
【００８６】
　容器１１２は傾斜肩部１３８を有し、肩部１３８、後壁１１８、前壁１４０及び側壁１
４２によって区画された支持部材１１４の空間１３９を形成する。
　漂白剤合成物のペレット（小球）１４４がこの空間１３９に収容される。
【００８７】
　垂直に延びる貫通孔又は細溝１４６が後壁１１８に形成されている。これらは底壁１３
２の上方２，３ミリメートルにとどまる。細溝１４８が前壁１４０に形成され底壁１３２
まで下方に延びている。
【００８８】
　使用時、プレート１３４に衝突する洗浄水はまた細溝１４６を通って空間１３９にはね
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かかる。これは錠剤１４４の上を洗い流し漂白剤成分の一部を溶液にし、得られた溶液が
前側の細溝１４８を通ってしたたり落ちる。
【００８９】
　図１３から１５は図１から８の実施態様のための変更された錠剤保持器を示す。この錠
剤保持器は、保持器に流入し錠剤と短時間便器ボウルの中に解放する前に接触する洗浄水
を保持するように配置される。錠剤保持器の中に相当長い間留まることにより、洗浄水は
漂白剤ブロック（又は保持器の中の他のブロック型）の成分をより制御された方法で溶液
にする。また形成された溶液を便器ボウルの中に排出するのを遅らせることにより、これ
ら成分はボウルを洗浄水で洗うのとは相違して実施される。
【００９０】
　錠剤保持器に留まる時間を達成するため、水を錠剤保持器から約５から１５秒間排水す
るよう配置された小さな寸法の出口開口を設ける。溶液が便器ボウルの中に滴下ししかも
ボウルの中の水に乱流が存在するがボウルから水が流れ出た後は終了するよう配置するの
が望ましい。十分な量の水が錠剤保持器に流入するのを保証するため、プレート１２が入
口開口５９，６０に向って下方に、図１６に見られるように好ましくは水平面に対して約
１０から２０度、好ましくは約１５度の角度で、傾斜している。水平面は主のストラップ
部分１０ａ（図１と２）に直角なものとしている。プレート１２の水平面に対する実際の
角度は、使用者によって便器ボウルの縁１５４に取付けられた時の本装置に適合される位
置に依存しまたこの角度自体はボウルの設計の間で変えられることが理解されるであろう
。
【００９１】
　図１３は図６に見られる後側からの（すなわち取付けられた時の分配プレート１２の側
からの）錠剤保持器８′の斜面図を示す。入口開口６０′がプレート１２又は織布層２４
の上側表面と保持器４（図６参照）の後壁の開口５９とに整列している。開口６０′は錠
剤保持器８′を洗浄サイクルの間開口６０′のほぼ高さに充たすような大きさに形成され
る。錠剤保持器８′を充たす水は最終的に錠剤保持器から底壁５８の出口開口５６′を通
って排出する。この実施態様では、出口開口は直径が約１．３ mmであり、典型的には洗浄
が止んだ後２，３秒排水し始め、数分間、好ましくは洗浄後１０分又はそれ以上の間排水
し続ける。出口開口５６′は入口開口６０′より小さくなっている。錠剤保持器８′の中
の水の量は置かれた錠剤の量に依存するが５ cm3  の範囲の量が好ましい。
【００９２】
　図１から８の実施態様のように、底壁５８は皿形とされ出口開口５６′に向って下方に
傾斜され、また錠剤８が放射状リブ６１上に支持される。複数のピンが底壁５８から上方
に延びまた錠剤はピン１５０の間に配置される。これは錠剤が入口及び出口開口６０′，
５６から離れて保持されこれら開口を閉塞しないようにし、水が錠剤の側面と下側に接近
できるようにする。また、遮蔽プレート５２がさらに出口開口５６′を保護し錠剤の粒子
がこの開口を閉塞しないようにする。
【００９３】
　ニブ（だぼ）１５６が容器６の側壁の凹所に係合しケージ８を容器に挾持し詰め替えユ
ニットを形成する。
　漂白錠剤のための典型的な調合物は表１に与えられている。
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【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９４】
　種々の変更が当業者にとって明らかであり、全てのこのような変更は添付の特許請求の
範囲に完全に包含されることが望まれる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の第１の実施態様を形成する化粧室清掃装置の前側斜面図である。
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【図２】図２の装置の後側斜面図である。
【図３】図１の装置の側面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図５】図４の円Ｂの部分の拡大図である。
【図６】図１の装置の分解図である。
【図７】図４のＣ－Ｃ線上の斜面図である。
【図８】図１の装置の詰め替え品の斜面図である。
【図９】２つの液体合成物が分配される本発明の第２の実施態様の斜面図である。
【図１０】図９の分配プレートの平面図である。
【図１１】本発明の第３の実施態様の後側斜面図である。
【図１２】図１１の実施態様の一部切欠き前面図である。
【図１３】図１から８の実施態様の変更されたタブレット（錠剤）保持器の実施態様の側
面図である。
【図１４】図１３の保持器の上方からの斜面図である。
【図１５】図１３の錠剤保持器の平面図である。
【図１６】図３に対応し傾斜分配プレートと便器ボウルの縁に取付けられた装置とを示す
側面図である。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(15) JP 4025202 B2 2007.12.19



【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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