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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頂壁に注出筒を立設した二つの円筒体を連設した容器本体と、各円筒体に嵌挿されるピ
ストン体と該ピストン体と作動杆によって連設された押し板とからなるピストン部材と、
二つの注出筒に嵌挿され、液流路と噴出口を具えたノズル部材とを具備し、
　円筒体の下端内周に係合突条が設けられ、
　作動杆に、前記係合突条に当接するとともに乗り越え可能に形成された突部が、所定の
間隔をおいて設けられていることを特徴とする二液混合噴霧器。
【請求項２】
　容器本体に把持部が設けられ、作動杆に連設された押し板が一体にされて、把持部と押
し板を手指で押圧操作されるようにしたことを特徴とする請求項１記載の二液混合噴霧器
。
【請求項３】
　二つの円筒体の直径を変え、内容液を一定割合で混合させることを特徴とする請求項１
または２記載の二液混合噴霧器。
【請求項４】
　注出筒が、それぞれの円筒体内に連通する二つの注出孔を穿孔した一つの注出筒として
、円筒体の頂壁に連設され、
　ノズル部材が、該注出筒を挿嵌していることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記
載の二液混合噴霧器。
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【請求項５】
　ノズル部材の内部に混合室が設けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれか
に記載の二液混合噴霧器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二液混合噴霧器、とくに二液を一定割合で混合して、一定量噴霧するように
した混合噴霧器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　噴霧器として、二種の液体を混合させて噴霧するようにしたトリガー式噴霧器は、従来
より知られている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１記載のトリガー式噴霧器は、混合液を噴霧するものであるが、トリガー式噴
霧器として、狭い範囲に噴霧できないという問題があり、また、各液を正確に計量して混
合させることはできなかった。
【０００３】
　また、異なる二種の液体を別々に注射器状の二つの筒状容器を一体とし、同時に異なる
液を一定量ずつ注出して混合させるようにした注出容器も、従来より知られている（例え
ば、特許文献２参照）。
　特許文献２記載の従来技術は、二液を混合して注出するだけのもので、混合液を噴霧す
ることはできなかった。
【特許文献１】特開平１０－１６５８５４号公報
【特許文献２】特開２００３－３４１７４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記問題を解決することを課題として、異種の液体を収納した二つの注射器
状の円筒状容器の注出筒に噴霧ノズルを取付け、二種の液体を一定割合に混合して一定量
噴霧できるようにした小型の二液混合噴霧器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】
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するため、二液混合噴霧器として、頂壁に注出筒を立設し
た二つの円筒体を連設した容器本体と、各円筒体に嵌挿されるピストン体と該ピストン体
と作動杆によって連設された押し板とからなるピストン部材と、二つの注出筒に嵌挿され
、液流路と噴出口を具えたノズル部材とを具備し、円筒体の下端内周に係合突条が設けら
れ、作動杆に、前記係合突条に当接するとともに乗り越え可能に形成された突部が、所定
の間隔をおいて設けられていることを特徴とする構成を採用する。
【０００６】
　容器本体とピストン部材に係る実施例として、容器本体に把持部が設けられ、作動杆に
連設された押し板が一体にされて、把持部と押し板を手指で押圧操作されるようにしたこ
とを特徴とする構成、または、二つの円筒体の直径を変え、内容液を一定割合で混合させ
ることを特徴とする構成を採用する。
【０００７】
　噴霧器の別実施例として、注出筒が、それぞれの円筒体内に連通する二つの注出孔を穿
孔した一つの注出筒として、円筒体の頂壁に連設され、ノズル部材が、該注出筒を挿嵌し
ていることを特徴とする構成を採用する。
【０００８】
　ノズル部材の実施例として、ノズル部材の内部に混合室が設けられていることを特徴と
する構成を採用する。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明は、二つの円筒体を連設した容器本体に設けた二つの注出筒にノズル部材を取着
しているので、二つの円筒体に収納した内容液を混合して噴霧できるようになった。
　二つの円筒体にピストン体を装着し、円筒体の下端内周に設けた係合突条と作動杆に設
けた突部により、ピストン体をクリックモーションで間欠的に作動できるようにしている
ので、一定量の内容液を正確に混合噴霧できるようになった。
　また、係合突条と突部との係合が外れたときには、ピストン体が連動し、内容液に対す
る押圧速度が速くなるので細かい噴霧が得られるようになった。
【００１０】
　さらに、円筒体の直径を変えることによって、内容液の注出量を一定割合に配分して、
混合噴霧できるようになった。
　また、ノズル部材の内部に二液の混合室を設けることによって、均一に噴霧できるよう
になった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、本発明の二液混合噴霧器について、図面を参照して説明する。
　図１、２において、Ａは二つの円筒容器を連設した容器本体、Ｂはピストン部材、Ｃは
容器本体Ａに取着されたノズル部材である。
【００１２】
　容器本体Ａは、直径の異なる大径の円筒体Ａ１と、小径の円筒体Ａ２とからなり、それ
ぞれ筒壁１ａ、１ｂと、中央を頂点とした山形の頂壁２ａ、２ｂとを具えており、筒壁１
ａと筒壁１ｂは、その一部を共通する接続部３として連設されている。
　それぞれの頂壁２ａ、２ｂには、接続部３より一定の距離を保って注出筒４ａ、４ｂが
立設されており、注出筒４ａ、４ｂには、注出路５ａ、５ｂが穿孔されている。
　注出筒４ａ、４ｂ外周の所定の位置には、図１、４に示すように、ノズル部材Ｃを取着
するための膨出環６ａ、６ｂが設けられている。　
【００１３】
　図１～３に示すように、容器本体Ａの中間部には、筒壁１ａ、１ｂを接続して指掛けの
ための把持部７が設けられており、筒壁１ａ、１ｂ下端には、接続部３を除く外周に膨出
環８ａ、８ｂが設けられている。
　膨出環８ａ、８ｂに指掛けできるときには、把持部７はなくてもよい。
　筒壁１ａ、１ｂ下端内周には、少なくとも接続部３に対向する面の一定範囲にわたる係
合突条９ａ、９ｂが設けられている。
【００１４】
　ピストン部材Ｂは、円筒体Ａ１、Ａ２に対応する二つのピストン部材Ｂ１、Ｂ２からな
り、それぞれの部材は、筒壁１ａ、１ｂ内を摺動するピストン体１０ａ、１０ｂと、作動
杆１１ａ、１１ｂとを具えている。
　それぞれのピストン体１０ａ、１０ｂは、円筒体Ａ１、Ａ２の頂壁２ａ、２ｂと同形の
頂壁１２ａ、１２ｂとスカート状の摺動面１３ａ、１３ｂ、底壁１４ａ、１４ｂとを具え
ており、底壁１４ａ、１４ｂには、作動杆１１ａ、１１ｂの支持部１５ａ、１５ｂが設け
られている。
【００１５】
　作動杆１１ａ、１１ｂは、接続部３に直交する連杆１６ａ、１６ｂと、該連杆１６ａ、
１６ｂに直交する連杆１７ａ、１７ｂとによって断面十字形に形成されており、連杆１６
ａ、１６ｂの外側面には、一定の間隔をおいて、複数の突部１８ａ、１８ｂが突設されて
いる。
【００１６】
　作動杆１１ａ、１１ｂの下端には、ピストンを押圧するための押し板１９ａ、１９ｂが
連設されている。
　それぞれの押し板１９ａ、１９ｂの中央端部には、相互に重なり合う部分２０ａ、２０
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ｂ、および２１ａ、２１ｂが設けられており、押し板１９ａ、１９ｂは、一体となって動
くようにされている。
　また、押し板１９ａ、１９ｂを一体として、作動杆１１ａ、１１ｂを連設して、一体成
形してもよい。
【００１７】
　図４、５に示すように、ノズル部材Ｃは、注出筒４ａ、４ｂに取着される取付部２５と
円形のノズル本体２６とからなっている。
　取付部２５には、注出筒４ａ、４ｂが嵌挿する嵌挿孔２７ａ、２７ｂが穿設されており
、嵌挿孔２７ａ、２７ｂの下端には、注出筒４ａ、４ｂの膨出環６ａ、６ｂと係合して、
ノズル部材Ｃを位置決めするための凹部２８ａ、２８ｂと係止突条２９ａ、２９ｂが設け
られており、嵌挿孔２７ａ、２７ｂの上壁３０と、注出筒４ａ、４ｂの先端との間には、
液室３１ａ、３１ｂが形成されている。
【００１８】
　ノズル本体２６は、取付部２５の上壁３０表面に立設され、頂壁３２と周面３３とを有
している。
　ノズル本体２６の中心部は、円柱部３４となっており、その周囲には、弧状の流路３５
が設けられている。
　ノズル本体２６の先端部は、円形の環状孔３６となっており、該環状孔３６には、頂壁
面３７と側周壁３８とからなるノズルチップ３９が嵌着されている。
　ノズルチップ３９の頂壁面３７には、噴出口４０が穿孔され、頂壁面３７と円柱部３４
の先端との間には、スピン溝４１が形成されている。
　側周壁３８の内周面には、円柱部３４との間に環状流路４２が形成されている。
【００１９】
　次に、本発明の二液混合噴霧器の使用態様と、作用効果について説明する。
　本発明の二液混合噴霧器は、薬剤、化粧料、その他の二種混合噴霧器として使用される
。
【００２０】
　まず、二液混合噴霧器の組立について述べると、図６に示すように、容器本体Ａの大径
、小径の円筒体Ａ１、Ａ２の注出筒４ａ、４ｂに、仮蓋ｄを被嵌するとともに、筒壁１ａ
、１ｂ内のそれぞれに異なる内容液を収納し、ピストン部材Ｂ１、Ｂ２のピストン体１０
ａ、１０ｂを筒壁１ａ、１ｂに嵌挿する。
【００２１】
　その際、筒壁１ａ、１ｂ下端の係合突条９ａ、９ｂがピストン連杆１６ａ、１６ｂの最
初の突部１８ａ、１８ｂに係合させるような状態となるとともに、円筒体Ａ１、Ａ２の直
径が異なっているので、一定割合の内容液が円筒体Ａ１、Ａ２に収納される。
　かくして、それぞれの円筒体Ａ１、Ａ２に異なる内容液を所定量充填した二種混合噴霧
器の容器本体Ａが得られる。
【００２２】
　使用にあたっては、まず始めに、容器本体Ａを正立させ、仮蓋ｄを取外し、図６に示す
ように、ノズル部材Ｃを注出筒４ａ、４ｂに取着する。
　その際、注出筒４ａ、４ｂをノズル部材Ｃの嵌挿孔２７ａ、２７ｂに嵌挿し、注出筒４
ａ、４ｂの膨出環６ａ、６ｂを凹部２８ａ、２８ｂに係合させ、膨出環６ａ、６ｂの下側
に嵌挿孔２７ａ、２７ｂ下端の係止突条２９ａ、２９ｂを係合させることによって、注出
筒４ａ、４ｂの上端と取付部２５の上壁３０との間を、所定の間隔に位置決めして取着さ
れる。
【００２３】
　噴霧にあたっては、ノズル本体２６を所望する噴霧方向に向け、把持部７、または円筒
体Ａ１、Ａ２下端の膨出環８ａ、８ｂと押し板１９ａ、１９ｂを手指で把持し、押圧する
と、それぞれの円筒体Ａ１、Ａ２内の内容液は、液室３１ａ、３１ｂから流路３５に入っ
てある程度混合され、さらに、環状流路４２内に入り、混合され、スピン溝４１を通って
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、二液が完全に混合されて噴出口４０より噴出される。
【００２４】
　噴霧時のピストン部材Ｂの押圧にあたって、作動杆１１の連杆１６ａ、１６ｂの突部１
８ａ、１８ｂが、筒壁１ａ、１ｂの下端の係合突条９ａ、９ｂに係合してクリックモーシ
ョンが付与されることになる。
【００２５】
　そこで、押し板１９ａ、１９ｂを再度強く押圧すると、連杆１６ａ、１６ｂの突部１８
ａ、１８ｂが、係合している筒壁１ａ、１ｂ下端の係合突条９ａ、９ｂを乗り越え、その
まま次の突部１８ａ、１８ｂまで急速に押圧され、再び停止することになる。
　そのため、突部１８ａ、１８ｂが係合突条９ａ、９ｂを乗り越えたときには、ピストン
体１０ａ、１０ｂの内容液に対する押圧が速くなることによって噴霧が細かくなるととも
に、次位の突部１８ａ、１８ｂが、係合突条９ａ、９ｂに係合するまでの間に、一定量の
内容液が、頂壁１ａ、１ｂから注出され、噴霧される。
【００２６】
　所望する噴霧が終わり、内容液が残っている場合には、ノズル部材Ｃを外し、仮蓋ｄを
被嵌して保存する。
【００２７】
　押し板１９ａ、１９ｂの押圧にあたって、押し板１９ａ、１９ｂに重合部があることに
よりいずれか一方を押圧すると、双方のピストン部材が同時に作動し、常に一定割合の内
容液が注出されることになる。
【００２８】
　次に別実施例について説明する。
　前記実施例では、それぞれの円筒体の頂壁に注出筒を設けたが、注出筒を一つにして、
各円筒体の間に架設するようにしてもよい。
【００２９】
　図７において、５０は、各円筒体Ａ１、Ａ２の頂壁２ａ、２ｂの間に架設された注出筒
であり、注出筒５０には、それぞれの円筒体Ａ１、Ａ２内に連通する二つの注出孔５１ａ
、５１ｂが穿孔されている。
　Ｃａは、ノズル部材であり、取付部５２とノズル本体５３とからなっている。
　取付部５２は、上壁５４と側周壁５５とを具え、側周壁５５の下端内周には、注出筒５
０に設けた膨出環５６に係合する係止環５７が設けられ、注出筒５０上端と、上壁５４と
の間に液室５８が形成されている。
【００３０】
　ノズル本体５３の内部には、液室５８につづく混合室５９が設けられており、混合室５
９に接続して液流路６０が刻設されている。
　ノズル本体５３の先端には、噴出口６１を設けたノズルチップ６２が取着され、液流路
６０につづく流路６３が設けられている。
【００３１】
　本実施例では、注出孔５１ａ、５１ｂから注出される内容液が、液室５８と混合室５９
で混合され、噴出口６１から混合された液が噴霧されることになり、混合効果を高めるこ
とができる。
【００３２】
　本実施例は、ノズル部材として、単に噴霧するだけであるので、種々の噴霧ノズルが利
用できるので、上記実施例に示したものに限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の混合噴霧器は、二つの円筒体を連設した容器本体内に収納した異種の内容物を
一定割合で、かつ定量ずつ混合、噴霧するようにでき、薬品、化粧品、その他内容液の二
液混合噴霧に広く利用できる。
【図面の簡単な説明】
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【００３４】
【図１】本発明の二液混合噴霧器の断面立面図である。
【図２】二液混合噴霧器の斜視図である。
【図３】二液混合噴霧器の説明図で、（ａ）は上面図、（ｂ）は底面の斜視図である。
【図４】ノズル部材の断面立面図である。
【図５】ノズル部材の説明図で、　（ａ）は上面図、（ｂ）は図４のＡ－Ａ線における横
断面図、（ｃ）は底面図である。
【図６】内容液充填時の説明図である。
【図７】別実施例の断面立面図である。
【符号の説明】
【００３５】
　Ａ　　　　　　　容器本体
　Ａ１、Ａ２　　　円筒体
　Ｂ、Ｂ１、Ｂ２　ピストン部材
　Ｃ、Ｃａ　　　　ノズル部材
　ｄ　　　　　　　仮蓋
　１ａ，ｂ　　　　筒壁
　２ａ，ｂ、１２ａ，ｂ　頂壁
　３　　　　　　　　　　接続部
　４ａ，ｂ、５０　　　　注出筒
　５ａ，ｂ　　　　　　　注出路
　６ａ，ｂ、８ａ，ｂ　　膨出環
　７　　　　　　　把持部
　９ａ，ｂ　　　　係合突条
　１０ａ，ｂ　　　ピストン体
　１１ａ，ｂ　　　作動杆
　１３ａ，ｂ　　　摺動面
　１４ａ，ｂ　　　底壁
　１５ａ，ｂ　　　支持部
　１６ａ，ｂ、１７ａ，ｂ　連杆
　１８ａ，ｂ　　　突部
　１９ａ，ｂ　　　押し板
　２０ａ，ｂ、２１ａ，ｂ　重なり合う部分
　２５　　　　　　取付部
　２６、５３　　　ノズル本体
　２７ａ，ｂ　　　嵌挿孔
　２８ａ，ｂ　　　凹部
　２９ａ，ｂ　　　係止突条
　３０、５４、５８　　上壁
　３１ａ，ｂ、５９　　液室
　３２　　　　　　頂壁
　３３　　　　　　周面
　３４　　　　　　円柱部
　３５、６４　　　流路
　３６　　　　　　環状孔
　３７　　　　　　頂壁面
　３８，５５　　　側周壁
　３９，６３　　　ノズルチップ
　４０、６２　　　噴出口
　４１　　　スピン溝
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　４２　　　環状流路
　５１ａ，ｂ　注出孔
　５２　　　取付部
　５６　　　膨出環
　５７　　　係止環
　５９　　　混合室
　６０　　　液流路
　６１　　　噴出口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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