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(57)【要約】
【課題】遠心力によって容器内の物質を取り出しやすく
することのできる、容器内の物質取り出し装置を提供す
る。
【解決手段】容器内の物質の取り出し装置１は、容器９
０の取り出し口９１の反対側を把持する把持部としての
クリップ２と、クリップ２によって把持された容器９０
を回転させる回転駆動部３と、クリップ２及び回転駆動
部３を外部の被固定部位に固定支持するための固定支持
部４と、を備えている。このような構成であるから、本
実施例の容器内の物質の取り出し装置１によれば、簡易
な構成によって、遠心力によって容器９０内の物質を取
り出しやすくすることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器内の物質の取り出し装置であって、
　前記容器の取り出し口の反対側を把持する把持部と、
　前記把持部によって把持された前記容器を回転させる回転駆動部と、
　前記把持部及び前記回転駆動部を外部の被固定部位に固定支持するための固定支持部と
、を備える容器内の物質の取り出し装置。
【請求項２】
　前記回転駆動部は、前記把持部と接続される軸部を有し、前記軸部は前記被固定部位か
ら突出する方向で、かつ、略水平方向に延びるように設置される、請求項１に記載された
容器内の物質の取り出し装置。
【請求項３】
　前記把持部は、前記軸部に対して直角方向に前記容器が伸びるように把持することで、
遠心力によって物質が前記容器の取り出し口の方向に移動するように構成される、請求項
２に記載された容器内の物質の取り出し装置。
【請求項４】
　前記容器は、歯磨き粉を収容するチューブ体であり、
　前記固定支持部又は前記回転駆動部に隣接して、１つ又は複数の歯ブラシを保持する保
持部をさらに備える、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載された容器内の物質の
取り出し装置。
【請求項５】
　前記把持部は、クリップであり、
　前記回転駆動部は、前記軸部と、前記軸部を回転させるギヤボックスと、から構成され
、
　前記固定支持部は、固定クランプである、請求項２又は請求項３に記載された容器内の
物質の取り出し装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯磨き粉のチューブ等の容器の内部から物質を取り出すための容器内の物質
取り出し装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、歯磨き粉のチューブ等の比較的粘性の高い物質は、容器内から絞り出しにく
いため、物質が残ったまま容器ごと捨てたり、手で持って振ることで遠心力によって押し
出したり、していた。
【０００３】
　しかし、手で持って振る方法では、その都度手を振る必要があるうえ、回転速度や振る
力に限界があった。そこで、例えば、特許文献１には、家庭用洗濯機の脱水機の内部にチ
ューブを垂直にセットできるようにされた構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１１８２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された構造（チューブラストゲッター）では、家庭用
洗濯機を使用することが必須となっており、洗濯機を使用している最中には容器内から物
質を取り出すことができなかった。
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【０００６】
　そこで、本発明は、簡易な構成によって、遠心力によって容器内の物質を取り出しやす
くすることのできる、容器内の物質取り出し装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明の容器内の物質の取り出し装置は、前記容器の取り
出し口の反対側を把持する把持部と、前記把持部によって把持された前記容器を回転させ
る回転駆動部と、前記把持部及び前記回転駆動部を外部の被固定部位に固定支持するため
の固定支持部と、を備えている。
【０００８】
　また、前記回転駆動部は、前記把持部と接続される軸部を有し、前記軸部は前記被固定
部位から突出する方向で、かつ、略水平方向に延びるように設置されることが可能である
。
【０００９】
　さらに、前記把持部は、前記軸部に対して直角方向に前記容器が伸びるように把持する
ことで、遠心力によって物質が前記容器の取り出し口の方向に移動するように構成される
ことが可能である。
【００１０】
　また、前記容器は、歯磨き粉を収容するチューブ体であり、前記固定支持部又は前記回
転駆動部に隣接して、１つ又は複数の歯ブラシを保持する保持部をさらに備えることが可
能である。
【００１１】
　さらに、前記把持部は、クリップであり、前記回転駆動部は、前記軸部と、前記軸部を
回転させるギヤボックスと、から構成され、前記固定支持部は、固定クランプであること
が可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　このように、本発明の容器内の物質の取り出し装置は、容器の取り出し口の反対側を把
持する把持部と、把持部によって把持された容器を回転させる回転駆動部と、把持部及び
回転駆動部を外部の被固定部位に固定支持するための固定支持部と、を備えている。この
ような構成であるから、本発明の容器内の物質の取り出し装置は、簡易な構成によって、
遠心力によって容器内の物質を取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】容器内の物質の取り出し装置の斜視図である。
【図２】容器内の物質の取り出し装置の側面図である。
【図３】容器内の物質の取り出し装置の正面図である。
【図４】容器内の物質の取り出し装置の平面である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。ただし、以下の実施の形
態に記載されている構成要素は例示であり、本発明の技術範囲をそれらのみに限定する趣
旨のものではない。
【実施例】
【００１５】
（構成）
　はじめに、図１～図４を用いて、本実施例の容器内の物質の取り出し装置１の全体構成
について説明する。この容器内の物質の取り出し装置１は、容器９０の取り出し口９１の
反対側を把持する把持部としてのクリップ２と、クリップ２によって把持された容器９０
を回転させる回転駆動部３と、クリップ２及び回転駆動部３を外部の被固定部位に固定支
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持するための固定支持部４と、を一体に備えている。
【００１６】
　把持部としてのクリップ２は、一般に「目玉クリップ」と称されるものであり、バネに
よって先端部が閉じる方向に付勢されているため、容器９０を把持（挟持）できるように
なっている。このクリップ２の向きは、後述する軸部３１に対して直角方向に容器９０が
伸びるように容器９０（の取り出し口９１とは反対側の端部）を把持することで、軸部３
１が回転することで遠心力が作用して容器９０内の粘着質の物質が取り出し口９１の方向
に移動するように構成されている。
【００１７】
　回転駆動部３は、把持部としてのクリップ２に接続される軸部３１と、軸部３１を回転
させるギヤボックス３２と、ギヤボックス３２に内蔵される電動モータ３３及び電池ボッ
クス３４に収容される電池３５と、から構成される。具体的に言うと、図３及び図４に示
すように、回転駆動部３は、全体として直方体状に形成されており、中央にギヤボックス
３２が配置され、右側に電動モータ３３が、左側に電池ボックス３４（電池３５）が、そ
れぞれ配置されている。さらに、図示しないがＯＮ／ＯＦＦのスイッチも配置されている
。
【００１８】
　固定支持部４は、Ｃ型の固定クランプであり、Ｃ字状（又はコ字状）の本体部４１と、
本体部４１の一方の面から他方の面へと出没自在に形成されるネジ部４２と、から構成さ
れている。したがって、ネジ部４２を締め付けて、他方の面との間に被固定部位を挟むこ
とによって、容器内の物質の取り出し装置１が、被固定部位に対して動かないように固定
されるようになっている。被固定部位としては、例えば、洗面台に設けられたコップ等を
置くための棚部などの突出部位が想定される。
【００１９】
　そして、本実施例の容器内の物質の取り出し装置１は、回転駆動部３に隣接して回転駆
動部３の上部に、１つ又は複数の（ここでは４本の）歯ブラシ８１～８４を直立状態で保
持する保持部５をさらに備えている。なお、ここでは回転駆動部３に隣接して保持部５を
配置する例について説明するが、これに限定されるものではなく、固定支持部４に隣接し
て保持部５を配置することもできる。
【００２０】
　保持部５は、特に、容器９０が歯磨き粉を収容するチューブ体であった場合に、歯ブラ
シ８１～８４を保持することができる点で有用な構造である。具体的に言うと、保持部５
には、上向きの溝５１が形成されており、この溝５１に複数のピン５２、・・・が架け渡
されることで、複数の領域５１Ａ～５１Ｄに区分されている。そして、複数の領域５１Ａ
～５１Ｄのそれぞれに、１本ずつ歯ブラシ８１～８４が挿入されて直立するようにされて
いる。
【００２１】
（作用・効果）
　次に、本実施例の容器内の物質の取り出し装置１の奏する作用・効果について説明する
。
（１）上述してきたように、容器内の物質の取り出し装置１は、容器９０の取り出し口９
１の反対側を把持する把持部としてのクリップ２と、クリップ２によって把持された容器
９０を回転させる回転駆動部３と、クリップ２及び回転駆動部３を外部の被固定部位に固
定支持するための固定支持部４と、を備えている。このような構成であるから、本実施例
の容器内の物質の取り出し装置１によれば、簡易な構成によって、遠心力によって容器９
０内の物質を取り出しやすくすることができる。
【００２２】
　すなわち、スイッチをＯＮにすることで、電動モータ３３が回転し、ギヤを介して軸部
３１を回転させると、軸部３１に取り付けられたクリップ２も回転する。そうすると、ク
リップ２によって挟持された容器９０は、取り出し口９１を外側にした状態で回転する。
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したがって、容器９０内の粘着性の物質は遠心力によって取り出し口９１の近傍に集めら
れることになるため、取り出し口９１から取り出しやすくなる。
【００２３】
　つまり、洗濯機などの他の装置を何ら使用することなく、容器内の物質の取り出し装置
１単体で容器９０を回転させることによって、容器９０内の物質を取り出しやすくするこ
とができる。さらに、電池駆動とすることによって、装置１自体の設置場所も選ばずにど
こであっても設置できるようになる。
【００２４】
（２）また、回転駆動部３は、把持部としてのクリップ２と接続される軸部３１を有し、
軸部３１は被固定部位から突出する方向で、かつ、略水平方向に延びるように設置されて
いる。このため、軸部３１が回転すると、クリップ２に把持された容器９０も回転するが
、回転方向が被固定部位に対して平行な面内に規定されるため、回転中に容器９０が被固
定部位等と衝突するおそれがない。また、軸部３１を略水平に設置するように配置すれば
、容器９０が略垂直な面内で回転するようになるため、平面的に広いスペースが必要なく
、空間を有効活用することができる。
【００２５】
　さらに、軸部３１を回転させない通常の状態では、容器９０の自重によって容器９０の
取り出し口９１が下方に位置するようになるため、物質も下方の取り出し口９１近傍に集
まりやすくなり、いっそう物質が取り出しやすくなる。
【００２６】
（３）また、把持部としてのクリップ２は、軸部３１に対して直角方向に容器９０が伸び
るように把持することで、遠心力によって物質が容器９０の取り出し口９１の方向に移動
するように構成される。したがって、遠心力を効率よく作用させて、物質を取り出し口９
１の方向に移動させることができる。さらに、例えば被固定部位として洗面台を想定した
場合、容器９０がシンクの上方で回転することになり、洗面所等を汚す恐れが小さくなる
。
【００２７】
（４）さらに、容器９０は、歯磨き粉を収容するチューブ体であり、固定支持部４又は回
転駆動部３に隣接して、１つ又は複数の歯ブラシ８１～８４を保持する保持部５をさらに
備えていれば、歯ブラシ８１～８４を保持するホルダを別に用意する必要がない。さらに
、歯ブラシ８１～８４のすぐ近くに歯磨き粉のチューブ体が位置するため、歯磨きをする
際に利便性が向上する。
【００２８】
（５）また、把持部は、クリップ２であり、回転駆動部３は、軸部３１と、軸部３１を回
転させるギヤボックス３２と、から構成され、固定支持部４は、固定クランプとすれば、
一般に市販されている部品によって、装置１を構成することができる。
【００２９】
　以上、図面を参照して、本発明の実施例を詳述してきたが、具体的な構成は、この実施
例に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明に含まれる。
【００３０】
　例えば、実施例では、保持部５を備える場合について説明したが、これに限定されるも
のではなく、保持部５はなくてもよい。
【００３１】
　また、実施例では、把持部として市販されているクリップ２を使用する場合について説
明したが、これに限定されるものではなく、容器９０を把持できる手段であれば、どのよ
うなものであってもよい。
【符号の説明】
【００３２】
１　　　：取り出し装置
２　　　：クリップ
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３　　　：回転駆動部
３１　　：軸部
３２　　：ギヤボックス
３３　　：電動モータ
３４　　：電池ボックス
３５　　：電池
４　　　：固定支持部
４１　　：本体部
４２　　：ネジ部
５　　　：保持部
５１　　：溝
５１Ａ　：領域
５１Ｂ　：領域
５１Ｃ　：領域
５１Ｄ　：領域
５２　　：ピン
８１　　：歯ブラシ
８２　　：歯ブラシ
８３　　：歯ブラシ
８４　　：歯ブラシ
９０　　：容器
９１　　：取り出し口
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月25日(2018.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器内の物質の取り出し装置であって、
　前記容器の取り出し口の反対側を把持する把持部と、
　前記把持部によって把持された前記容器を回転させる回転駆動部であって、前記把持部
に接続される軸部と、前記軸部を回転させるギヤボックスと、前記ギヤボックスに内蔵さ
れる電動モータと、を有する回転駆動部と、
　前記把持部及び前記回転駆動部を外部の被固定部位に固定支持するための固定支持部と
、を備え、
　前記容器内の物質を遠心力によって取り出し口の近傍に集めるようになっている、容器
内の物質の取り出し装置。
【請求項２】
　前記回転駆動部は、前記把持部と接続される軸部を有し、前記軸部は前記被固定部位か
ら突出する方向で、かつ、略水平方向に延びるように設置される、請求項１に記載された
容器内の物質の取り出し装置。
【請求項３】
　前記把持部は、前記軸部に対して直角方向に前記容器が伸びるように把持することで、
遠心力によって物質が前記容器の取り出し口の方向に移動するように構成される、請求項
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２に記載された容器内の物質の取り出し装置。
【請求項４】
　前記容器は、歯磨き粉を収容するチューブ体であり、
　前記固定支持部又は前記回転駆動部に隣接して、１つ又は複数の歯ブラシを保持する保
持部をさらに備える、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載された容器内の物質の
取り出し装置。
【請求項５】
　前記把持部は、クリップであり、
　前記回転駆動部は、前記軸部と、前記軸部を回転させるギヤボックスと、から構成され
、
　前記固定支持部は、固定クランプである、請求項２又は請求項３に記載された容器内の
物質の取り出し装置。
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