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(57)【要約】
【課題】チューブ状又は袋状の軟質容器を使い捨てる際
に、その内容物を一挙に便利良く絞り出せる安価な用具
を提供する。
【解決手段】透明又は半透明の合成樹脂パイプ（Ｐ）か
ら成り、そのパイプ（Ｐ）の長手方向に沿って切り欠い
た少なくとも１条の軟質容器受け入れ用スリット（１）
へ、チューブ状軟質容器（Ｃ１）の先端部（７）又は袋
状軟質容器（Ｃ２）の角隅部（１０）を抜き差し自在に
差し込み係止させて、上記パイプ（Ｐ）を平坦な接地面
（Ｍ）へ押し付け乍ら転がすことにより、そのパイプ（
Ｐ）の円周面へ上記軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）を巻き付
け使用する。
【選択図】　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明又は半透明の合成樹脂パイプ（Ｐ）から成り、そのパイプ（Ｐ）の長手方向に沿っ
て切り欠いた少なくとも１条の軟質容器受け入れ用スリット（１）へ、チューブ状軟質容
器（Ｃ１）の先端部（７）又は袋状軟質容器（Ｃ２）の角隅部（１０）を抜き差し自在に
差し込み係止させて、上記パイプ（Ｐ）を接地面（Ｍ）へ押し付け乍ら転がすことにより
、そのパイプ（Ｐ）の円周面へ上記軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）を巻き付け使用することを
特徴とする軟質容器の絞り出し用具。
【請求項２】
　スリット（１）（２）をその長さ（Ｌ１）（Ｌ２）に相違がある平行な２条として、約
１８０度の向かい合う位置関係に切り欠いたことを特徴とする請求項１記載の軟質容器の
絞り出し用具。
【請求項３】
　合成樹脂パイプ（Ｐ）の長さ（Ｌ）を約３００mm、直径（Ｄ）を約３０mm並びに厚み（
Ｔ）を約３mmとし、そのスリット（１）の開口幅（Ｗ１）を約３mmとして寸法化したこと
を特徴とする請求項１記載の軟質容器の絞り出し用具。
【請求項４】
　合成樹脂パイプの一端部又は両端部へ発光テープ（５）又は／及び蓄光テープを貼り付
けたことを特徴とする請求項１記載の軟質容器の絞り出し用具。
【請求項５】
　合成樹脂パイプ（Ｐ）の一端部又は両端部へ吊り下げ孔（４）を開口形成したことを特
徴とする請求項１記載の軟質容器の絞り出し用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は絵の具や歯みがき、化粧クリーム、香辛料、接着剤、薬剤などを封入したチュ
ーブ状の軟質容器のみならず、詰め替え用となる洗剤やシャンプー、リンスなどを封入し
た袋状の軟質容器から、その各種内容物を残すことなく絞り出すための絞り出し用具に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のチューブ状又は袋状をなす軟質容器から、内容物を絞り出すための用具として
は、下記特許文献１、２に開示のような向かい合う一対の歯車を噛合回転させ、軟質容器
を強く挟み付け圧迫する方式と、別な特許文献３、４に記載のような軟質容器に挟み付け
た一対の帯板片を閉合状態に圧迫しつつ、軟質容器の口部側へスライドさせる方式と、更
に下記特許文献５に開示のような巻胴へ軟質容器を巻き付ける方式とが公知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３０８２５２２号公報
【特許文献２】特開２００６－１６０３６５号公報
【特許文献３】実開昭６０－１９３０３８号公報
【特許文献４】特開２００５－１７０４９６号公報
【特許文献５】実用新案登録第３０４６８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献５に開示されているチューブ容器の巻取り具が、本発明に最も近似する公
知技術であると考えられるが、これは「チューブ容器から充填材（シーラー）を絞り出し
ながら、建物の外壁の継ぎ目を埋めていくような作業に好適なもの」（段落〔０００１〕
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）として、その作業者が両手に持って使うようになっている。
【０００５】
　又、段落〔０００６〕の記載から確認できるように、内容物を１回づつ絞り出すたび毎
に、そのチューブ容器（２）の潰れた扁平部分（２ａ）を巻胴（１）に巻き付けて、しか
も巻き戻らないようにストッパーレバー（５）を押し付けるものであるため、毎回ストッ
パーレバー（５）を開閉操作しなければならず、甚だ煩らわしく不便であるほか、チュー
ブ容器（２）から内容物を絞り出せば絞り出す程、その巻胴（１）の円周面へ巻き付けら
れる扁平部分（２ａ）の重合厚みは増す結果、これをストッパーレバー（５）の常時一定
な力によって、巻胴（１）へ確実に押し付け固定することができず、その巻き戻り防止効
果の安定性や巻取り具としての耐用性に劣る。
【０００６】
　要するに、上記チューブ容器の巻取り具は使用済みのチューブ容器を廃棄する際に、そ
の残存している内容物をすべて一挙連続的に絞り出すため、あたかも麺棒で麺を圧延する
如く、巻胴（１）をテーブルへ押し付け乍ら転がし使用するものではない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明はこのような課題の解決に役立つ絞り出し用具の提供を企図しており、請求項１
では透明又は半透明の合成樹脂パイプから成り、そのパイプの長手方向に沿って切り欠い
た少なくとも１条のスリットへ、チューブ状軟質容器の先端部又は袋状軟質容器の角隅部
を抜き差し自在に差し込み係止させて、上記パイプを接地面へ押し付け乍ら転がすことに
より、そのパイプの円周面へ上記軟質容器を巻き付け使用することを特徴とする。
【０００８】
　又、請求項２ではスリットをその長さに相違がある平行な２条として、約１８０度の向
かい合う位置関係に切り欠いたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項３では合成樹脂パイプの長さを約３００mm、直径を約３０mm並びに厚みを約３mm
とし、そのスリットの開口幅を約３mmとして寸法化したことを特徴とする。
【００１０】
　請求項４では合成樹脂パイプの一端部又は両端部へ発光テープ又は／及び蓄光テープを
貼り付けたことを特徴とする。
【００１１】
　更に、請求項５では合成樹脂パイプの一端部又は両端部へ吊り下げ孔を開口形成したこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の上記構成によれば、軟質容器の絞り出し用具が透明又は半透明の合成樹脂パ
イプのみから成るため、量産効果を最大限に発揮させることができ、繰り返し使用により
汚損しても、水洗いすれば足りる。清潔感があり、腐蝕するおそれもない。
【００１３】
　又、チューブ状軟質容器や袋状軟質容器を廃棄するに当り、その軟質容器から残存して
いる内容物をすべて絞り出すための用具であって、その使用法としても合成樹脂パイプの
長手方向に沿って延在する一定開口長さの軟質容器受け入れ用スリットへ、上記扁平な先
端部や角隅部を抜き差し自在に差し込み係止させた上、その合成樹脂パイプを作業者の両
手によってテーブルや壁面、別個な台板などの平坦な接地面へ、強く押し付け乍ら転動さ
せれば足りるため、上記スリットに対する軟質容器の差し込み係止状態を外部から透視点
検できることや、パイプ自身の軽量であることとも相俟って、その内容物の一挙連続的な
絞り出し作業を誰でも容易に安定良く行なえるのであり、使用時の利便性に著しく優れる
。
【００１４】
　その場合、請求項２の構成を採用するならば、上記合成樹脂パイプにおける開口長さの



(4) JP 2011-20728 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

相違した２条のスリットを選択使用して、比較的狭幅なチューブ状の軟質容器と比較的広
幅な袋状の軟質容器との何れからも、その内容物を容易に便利良く絞り出すことができ、
その作業効率の向上に役立つ。
【００１５】
　特に、請求項３の構成を採用するならば、その合成樹脂パイプの長さ、直径、厚み並び
にスリットの開口幅として寸法化された数値が、一般家庭において広く使われているチュ
ーブ状軟質容器や袋状軟質容器との大きさ関係上、言わば最大公約数となる普遍性を発揮
し、各種軟質容器から誰でも効率良く軽快に内容物を絞り出せる効果がある。
【００１６】
　又、請求項４の構成を採用するならば、絞り出し用具となる合成樹脂パイプの存在位置
を、暗い場所や夜間でも目視確認することができ、万一踏んでしまうことによる転倒事故
のおそれを予防し得る効果がある。
【００１７】
　更に、請求項５の構成を採用するならば、その絞り出し用具となる合成樹脂パイプの吊
り下げ孔を、室内の壁面などから突出するフックへ直かに、又は別個な吊り下げ紐を介し
て吊り掛けることにより、紛失のおそれなく保管できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る軟質容器の絞り出し用具を示す斜面図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】図２の３－３線断面図である。
【図４】図２の４－４線断面図である。
【図５】図２の５－５線断面図である。
【図６】図４に対応するスリットの変形実施形態を示す断面図である。
【図７】本発明に係る絞り出し用具の変形実施形態を示す斜面図である。
【図８】チューブ状軟質容器の絞り出し方法を示す斜面図である。
【図９】図８からスリットに軟質容器の先端部を差し込み係止させた状態の斜面図である
。
【図１０】図９の拡大側断面図である。
【図１１】図１０からの絞り出し完了状態を示す断面図である。
【図１２】袋状軟質容器の絞り出し方法を示す斜面図である。
【図１３】図１２からスリットに軟質容器の角隅部を差し込み係止させた状態の斜面図で
ある。
【図１４】図１３の拡大側断面図である。
【図１５】図１４からの絞り出し完了状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図示の実施形態に基いて本発明の具体的構成を詳述すると、その本発明に係る軟
質容器の絞り出し用具は図１～５のような一定長さ（Ｌ）を有する透明又は半透明の硬質
な合成樹脂パイプ（Ｐ）から成る。茲に、合成樹脂パイプ（Ｐ）としてはアクリル樹脂パ
イプが好適であるが、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）樹脂パイプやポリカーボネ
ート樹脂パイプ、繊維強化樹脂（ＦＲＰ）パイプなどを採用しても良い。
【００２０】
　他方、本発明の対象物になる軟質容器としては、軟質の金属材（鉛など）や合成樹脂材
（ポリエチレンやナイロンなど）から成る塑性変形又は弾性変形可能な容器であれば足り
、例えば絵の具や歯みがき、化粧クリーム、香辛料、薬剤、糊などを封入したチューブ状
の軟質容器（Ｃ１）のみならず、一般に詰め替え用となるシャンプーやリンス、洗剤、液
状石鹸などを充填した袋状の軟質容器（Ｃ２）も含む。
【００２１】
　上記合成樹脂パイプ（Ｐ）の長さ（Ｌ）は約３００mm、同じく直径（Ｄ）は約３０mm、
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厚み（Ｔ）は約３mmとして、各々寸法化することが好ましい。約３００mmの長さ（Ｌ）を
有する合成樹脂パイプ（Ｐ）であれば、誰でも両手を前方へ無理なく伸ばして、そのパイ
プ（Ｐ）をテーブルや別個な台板などの平坦な接地面へ押し付け乍ら転がし作業しやすい
。又、約３０mmの直径（Ｄ）であれば、その合成樹脂パイプ（Ｐ）に接地面への押し付け
力を加えやすく、いたづらに回数多く転がさなくても、軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）から内
容物を絞り出せるため、作業効率が良くなる。
【００２２】
　上記一定長さ（Ｌ）を有する合成樹脂パイプ（Ｐ）の中央部には、その長手方向に沿っ
て一定長さ（Ｌ１）だけ延在する１条の軟質容器受け入れ用スリット（１）が切り欠かれ
ている。そのスリット（１）の開口長さ（Ｌ１）は上記合成樹脂パイプ（Ｐ）自身の一定
長さ（Ｌ）に対する約６分の１～約３分の１（約５０mm～約１００mm）、同じくスリット
（１）の開口幅（Ｗ１）は上記パイプ（Ｐ）自身の厚み（Ｔ）と同じ約３mmとして、各々
寸法化することが望ましい。
【００２３】
　そうすれば、比較的狭幅なチューブ状の軟質容器（Ｃ１）はもとより、扁平・広幅な袋
状の軟質容器（Ｃ２）であっても、又これらの先端部（底部）や角隅部が歪み変形してい
たとしても、上記合成樹脂パイプ（Ｐ）のスリット（１）から中空内部へ容易に差し込み
係止させることができ、そのパイプ（Ｐ）自身の強度低下を招くおそれもない。
【００２４】
　更に言えば、図示実施形態のような開口長さ（Ｌ１）が長い（例えば約１００mm）第１
スリット（１）と、開口長さ（Ｌ２）が短かい（例えば約５０mm）第２スリット（２）と
の互いに平行な合計２条を、上記合成樹脂パイプ（Ｐ）の円周面へ約１８０度の向かい合
う位置関係として切り欠くことが好ましい。
【００２５】
　そうすれば、比較的広幅な袋状の軟質容器（Ｃ２）は上記合成樹脂パイプ（Ｐ）におけ
る開口長さ（Ｌ１）の長い第１スリット（１）へ、狭幅なチューブ状の軟質容器（Ｃ１）
は同じく開口長さ（Ｌ２）の短かい第２スリット（２）へ、言わば選択的に無理なく差し
込み係止させることができるほか、その軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）を向かい合う位置関係
にある第１、２スリット（１）（２）へ、その合成樹脂パイプ（Ｐ）の貫通横断状態に差
し込み係止させることも可能となり、各種材質と大きさの軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）に対
する対応性が広がる。
【００２６】
　その場合、第１、２スリット（１）（２）の開口幅（Ｗ１）（Ｗ２）は互いに同じ（先
に例示した約３mm）であっても良く、又その開口幅（Ｗ１）（Ｗ２）に広狭差を与えても
さしつかえない。
【００２７】
　更に、図示実施形態の第１、２スリット（１）（２）は合成樹脂パイプ（Ｐ）の円周面
へ、約１８０度の向かい合う位置関係として切り欠かれているが、合成樹脂パイプ（Ｐ）
の強度低下を招く心配がなければ、図６に例示するような第１～３スリット（１）（２）
（３）の合計３条を、約１２０度づつの交叉角度（θ）を保つ全体的な放射対称分布型と
して、その合成樹脂パイプ（Ｐ）の円周面へ切り欠いても良く、そのスリットの切り欠き
個数と交叉角度（θ）は自由に選定することができる。
【００２８】
　何れにしても、上記軟質容器受け入れ用スリット（１）（２）（３）が合成樹脂パイプ
（Ｐ）の長手方向に沿って開口延在する左右両端部については、図１、２のような円弧形
態に切り欠いて、その左右両端部から亀裂や割れが発生することを予防し、耐用性の向上
を図ることが良い。
【００２９】
　（４）は上記合成樹脂パイプ（Ｐ）の一端部又は両端部へ、その円周面の貫通横断状態
に開口形成された吊り下げ孔であるが、これを非貫通状態に開口させて、ここへ吊り下げ
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紐（図示省略）を締結使用してもさしつかえない。
【００３０】
　又、（５）は同じく合成樹脂パイプ（Ｐ）における一端部又は両端部の円周面へ、一定
帯幅のリング形態に貼り付けられた黄色や赤色などの発光テープであり、暗い場所や夜間
でも、その合成樹脂パイプ（絞り出し用具）（Ｐ）の存在位置を知らせ、これを踏んで転
倒する危険性や紛失するおそれを防ぐ。
【００３１】
　但し、このような趣旨を達成できる限りでは、その発光テープ（５）に代る発光塗膜を
、上記合成樹脂パイプ（Ｐ）の一端部又は両端部へ塗工しても良く、又上記発光テープ（
５）に代えて又は加えて、蓄光テープ（５）を同じく合成樹脂パイプ（Ｐ）の一端部又は
両端部へ貼り付け一体化しても良い。
【００３２】
　更に、上記合成樹脂パイプ（Ｐ）の中空内部を透視できる性能が維持される限りでは、
そのパイプ（Ｐ）自身に着色（顔料）を施したり、又はパイプ（Ｐ）の円周面へ図７のよ
うな多数のドットを螺旋状態に点在分布させた着色模様（６）や花柄模様、その他の興趣
変化に富む各種装飾模様を付与したりして、商品価値の向上を図ることが望ましい。
【００３３】
　図８～１５は本発明に係る上記絞り出し用具の使用法を示しており、チューブ状の軟質
容器（Ｃ１）を廃棄するに当って、その軟質容器（Ｃ１）から絵の具や歯みがき、香辛料
などの内容物を残すことなく絞り出すような場合には、上記合成樹脂パイプ（Ｐ）におけ
る開口長さ（Ｌ２）の比較的短かい第２スリット（２）へ、図８～１０のように軟質容器
（Ｃ１）の扁平な先端部（底部）（７）を差し込み係止させた上、その合成樹脂パイプ（
Ｐ）を作業者の両手（８）によって、テーブルなどの平坦な接地面（Ｍ）へ強く押し付け
乍ら前方へ転がすのである。その際、軟質容器（Ｃ１）のネジ口筒部（９）を転がし移動
する前向きに定めることが好ましい。
【００３４】
　そうすれば、上記軟質容器（Ｃ１）は図１０、１１に示す如く、その先端部（７）から
ネジ口筒部（９）に向かって圧迫され、合成樹脂パイプ（Ｐ）の円周面へ全体的な扁平状
態に巻き付くこととなり、その過程において内容物がネジ口筒部（９）から絞り出される
と同時に、空気も追い出されるため、最後に言わば空となった軟質容器（Ｃ１）を巻き戻
して、上記パイプ（Ｐ）のスリット（２）から抜き取り、廃棄すれば良い。
【００３５】
　又、袋状の軟質容器（Ｃ２）から液状石鹸やリンス、シャンプーなどの内容物をすべて
絞り出すような場合には、上記合成樹脂パイプ（Ｐ）における開口長さ（Ｌ１）の比較的
長い第１スリット（１）へ、図１２～１４のように軟質容器（Ｃ２）の扁平な角隅部（１
０）を差し込み係止させた上、その合成樹脂パイプ（Ｐ）をやはり作業者の両手（８）に
よって、テーブルなどの平坦な接地面（Ｍ）へ強く押し付け乍ら前方へ転動させれば良い
。その際、軟質容器（Ｃ２）の切り取り口部（１１）は前向きに定める。
【００３６】
　そうすれば、上記軟質容器（Ｃ２）は図１４、１５のように、その角隅部（１０）から
切り取り口部（１１）に向かって圧迫され、その過程において内容物が絞り出されると共
に、空気も追い出されるため、合成樹脂パイプ（Ｐ）の円周面へ全体的な扁平状態に巻き
付くこととなる。その結果、最後に空となった軟質容器（Ｃ２）を巻き戻し展開させて、
上記パイプ（Ｐ）のスリット（１）から抜き取り、廃棄すれば良いのである。
【００３７】
　尚、図８～１５に示した使用法では平坦な接地面（Ｍ）を水平のテーブルとしているが
、その接地面（Ｍ）を壁面や別個な台板などとして、これらに合成樹脂パイプ（Ｐ）を押
し付け乍ら上下方向や斜め方向へ転動させ、その軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）から内容物を
絞り出してもさしつかえない。
【００３８】



(7) JP 2011-20728 A 2011.2.3

10

20

30

40

　何れにしても、本発明の絞り出し用具は透明又は半透明の合成樹脂パイプ（Ｐ）から成
るため、その軟質容器受け入れ用スリット（１）又は（２）に対する軟質容器（Ｃ１）（
Ｃ２）の差し込み係止状態を外部から透視して、その正確さを点検することができ、その
意味からも軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）を合成樹脂パイプ（Ｐ）の横断状態に貫通させる必
要がなく、その合成樹脂パイプ（Ｐ）自身が軽量であることとも相俟って、簡単に便利良
く使える利点もある。
【００３９】
　又、上記軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）の受け入れ用スリット（１）又は（２）は合成樹脂
パイプ（Ｐ）の中央部に切り欠かれているため、そのパイプ（Ｐ）における円周面の左右
両端部へ両手（８）を当てて、テーブルや壁面などの平坦な接地面（Ｍ）に沿い合成樹脂
パイプ（Ｐ）を安定良く押し付け乍ら転動させることができ、チューブ状軟質容器（Ｃ１
）や袋状軟質容器（Ｃ２）の種別を問わず、その何れもパイプ（Ｐ）の円周面へ一挙に連
続して巻き付け扁平化し得るのである。尚、上記合成樹脂パイプ（Ｐ）を転がす回数（そ
のパイプへの巻き付き回数）が、軟質容器（Ｃ１）（Ｃ２）の内容量（深さ）や材質など
に応じて変ることは言うまでもない。
【００４０】
　更に、繰り返し使用により汚損した場合には、その合成樹脂パイプ（Ｐ）を中性洗剤に
よって水洗いすれば良い。又、不使用時には上記合成樹脂パイプ（Ｐ）の吊り下げ孔（４
）を室内の壁面などへ直接に、又は図外の吊り下げ紐を介して間接的に吊り掛け保管して
おくことができ、便利である。
【符号の説明】
【００４１】
　（１）（２）（３）・軟質容器受け入れ用スリット
　（４）・吊り下げ孔
　（５）・発光テープ又は蓄光テープ
　（６）・着色図柄模様
　（７）・チューブ状軟質容器の先端部
　（８）・作業手
　（９）・ネジ口筒部
　（１０）・袋状軟質容器の角隅部
　（１１）・切り取り口部
　（Ｃ１）・チューブ状の軟質容器
　（Ｃ２）・袋状の軟質容器
　（Ｍ）・接地面（テーブル）
　（Ｐ）・合成樹脂パイプ（絞り出し用具）
　（Ｄ）・パイプの直径
　（Ｌ）・パイプの長さ
　（Ｌ１）（Ｌ２）・スリットの開口長さ
　（Ｔ）・パイプの厚み
　（Ｗ１）（Ｗ２）・スリットの開口幅
　（θ）・交叉角度
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