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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する前面部材と開口部を有する後面部材と前記前面部材と前記後面部材との
間に位置すると共に開口部を有する中間面部材とを有するディスプレイフレームと、
　前記後面部材の前記開口部と重ね合わされる後面部材用取り外し可能な部材と、
　前記ディスプレイフレーム内に配置された散布器と、
　を含み、
　前記散布器は、揮発性物質を保持するブリスターと、前記ブリスターの開放端を覆うよ
うに延出する透過膜とを含み、
　前記後面部材は、前記ディスプレイフレームの上部にヒンジにより接続される、一体形
成された脚部材を含み、
　前記一体形成された脚部材は前記前面部材、前記後面部材、及び前記中間面部材が平行
に位置する第１の状態と前記前面部材及び前記中間面部材が平行に位置しかつ前記後面部
材が前記前面部材及び前記中間面部材と平行でない第２の状態との間でヒンジを軸として
作動可能であり、
　前記透過膜は前記後面部材の近傍に配置されると共に、前記第１の状態と前記第２の状
態で前記透過膜を通じて前記揮発性物質が放出することを制御し、
　前記後面部材用取り外し可能な部材には付加価値が設けられ、
　前記付加価値は、ブランド名称、クーポン、広告、取扱説明書、ステッカー、ラベル、
シール片及び散布器リフィルからなる群より選択される
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　揮発性物質を放出すべく適合された装置であって、
　前記中間面部材の前記開口部と重ね合わされる中間面部材用取り外し可能な部材を備え
、
　前記前面部材と前記後面部材とには、フック用開口部が設けられ、
　前記装置は、前記前面部材と前記後面部材とに設けられた前記フック用開口部に取り外
し可能に挿入されることが可能なフックを更に備え、
　前記フックは、前記中間面部材用取り外し可能部材内に取り除き可能な状態で設けられ
ている
　ことを特徴とする揮発性物質を放出すべく適合された装置。
【請求項２】
　前記揮発性物質の前記放出を防止するために、非透過性ラミネートが前記透過膜の略全
面にわたり配置され、前記揮発性物質の前記放出を可能とするために、前記非透過性ラミ
ネートが前記透過膜の少なくとも一部から部分的に取り除かれる請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記一体形成された脚部材が前記第１の状態及び前記第２の状態にあるとき、前記非透
過性ラミネートを前記前面部材の前記開口部から取り除くことが可能である請求項２に記
載の装置。
【請求項４】
　前記散布器は前記前面部材と前記中間面部材の間に配置される請求項１～３の何れか１
項に記載の装置。
【請求項５】
　前記揮発性物質の前記放出を防止するために、前記透過膜の略全面にわたり非透過性ラ
ミネートが配置され、前記揮発性物質の前記放出を可能とするために、前記非透過性ラミ
ネートが前記前面部材の前記開口部を通じて前記透過膜の一部から少なくとも部分的に取
り除かれる請求項１～４の何れか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記ディスプレイフレームは前記一体形成された脚部材を前記第１の状態に固定すべく
適合された係合部材を含む請求項１～５の何れか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記揮発性物質の前記放出を防止するために、前記透過膜の略全面にわたり非透過性ラ
ミネートが配置され、前記揮発性物質の前記放出を可能とするために、一体形成された脚
部材が前記第２の状態にあるとき、前記非透過性ラミネートを前記透過膜の一部から取り
外すことができる請求項１～６の何れか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記ブリスターは、ユーザが前記前面部材の前記開口部を介して散布器内の揮発性物質
の量を視認可能とすべく適合された請求項１～７の何れか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願への相互参照
　本出願は、２００６年４月３日に出願された米国特許出願番号第１１／３９６，７５５
号の一部継続出願である。当該出願の全内容を参照によって本願明細書に援用する。
連邦政府資金援助研究開発に関する参照
【０００２】
連邦支援の研究又は開発に関する参照
　該当なし
【０００３】
連続リスト
　該当なし
【０００４】
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　本発明は、広く、揮発性材料散布システムに関し、より詳細には、調節可能なチップボ
ード・ホルダと組み合わされた揮発性材料散布器に関する。
【背景技術】
【０００５】
　職場や家庭に香りをもたらすのに、揮発性材料散布器が用いられてきた。このような散
布器の１つとして、写真立てとポプリホルダを組み合わせた装飾的デザインがある。この
デザインは、互いに角度を成す前面パネル及び後面パネルを含む。前面パネルの中央には
凹みがあり、写真を挿入する領域が設けられている。これらの前面パネルと後面パネルと
を、ブリッジがつないでいる。
【０００６】
　別のこのような散布器の装飾的デザインとして、空気清浄器と写真立てを組み合わせた
ものが挙げられる。この写真立ては前面及び後面を含み、前面には外側に延出する２つの
長方形をした段付き部分があり、後面は平面である。この写真立ての上部付近には、前面
及び後面を貫通する穴が開いている。
【０００７】
　更に別の散布器は、第１パネル及び第２パネルを含む。これらの第１パネルと第２パネ
ルとを基部が結合することによって、この散布器をテント型に支持する台がもたらされる
。第２側面パネルからは、タブが延出している。このタブを捕らえる手段が、第１側面パ
ネルに設けられている。これらの側面パネルのうちの一方には、揮発性材料が充填された
容器を取り付けるための開口部が設けられている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態によれば、揮発性物質の放出に適した装置は、前面及び後面を有するディス
プレイフレームと、後面に配置された開口部とを含む。更に、装置はディスプレイフレー
ム内に配置された散布器を含む。散布器は、揮発性物質を保持するブリスターと、ブリス
ターの開放端を覆うように延出する透過膜とを含む。後面は、ディスプレイフレーム上部
にヒンジにより接続される、一体形成された脚部材を含む。一体形成された脚部材は、第
１の状態と第２の状態との間でヒンジを軸として作動可能である。更に、後面の近傍に透
過膜が配置され、透過膜を通じて揮発性物質が放出することを制御する。
【０００９】
　別の実施形態によれば、散布システムは、前セグメント及び後セグメントを有するフレ
ームと、後セグメントに配置された開口部とを含む。更に、散布システムはフレーム内に
配置された散布器を含む。散布器は、揮発性物質を保持するブリスターと、ブリスターの
開放端を覆うように延出する透過膜とを含む。更に、付加価値を有する特徴がフレームに
含まれる。後セグメントは、フレームの上部にヒンジで接続された一体形成された脚を含
む。一体形成された脚は第１の状態と第２の状態との間でヒンジを軸として作動可能であ
る。更に、透過膜は後セグメントに対向して配置される。
【００１０】
　更に別の実施形態によれば、散布システムへの組み付けに適した略平坦なブランクは、
第１の開口部を定義する第１の壁セグメントと、第１の折り目に沿って第１の壁セグメン
トの第１端にヒンジにより接続された第２の壁セグメントとを含む。第２の壁セグメント
は、第２の開口部を覆うように延出する第１の取り外し可能な面を含む。更に、ブランク
は、第２の折り目に沿って第１の壁セグメントの第２端にヒンジにより接続される第３の
壁セグメントと、第３の折り目に沿って第３の壁セグメントの端部にヒンジにより接続さ
れる第４の壁セグメントとを含む。更に、第４の壁セグメントは、第３の開口部を覆うよ
うに延出する第２の取り外し可能な面を含む。第１の開口部及び第２の開口部は、組み付
けられた状態で相互に位置合わせされるべく適合される。
【００１１】
　本発明のその他の態様及び利点は、以下の詳細な説明を読むと共に図面を参照すれば明
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らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】フレーム及び散布器を含む、第１状態の散布システムの正面図である。
【図２】図１の散布器の正面等角図である。
【図３】図１の散布器の背面等角図である。
【図４】第１状況における、線４－４に沿った図２の散布器の断面図である。
【図５】第２状況における、線５－５に沿った図２の散布器の断面図である。
【図６】前面カバーが取り外された、図１の散布システムの正面図である。
【図７】図１の散布システムの背面図である。
【図８】図１の散布システムの側面図である。
【図９】第２状態における、図１の散布システムの正面等角図である。
【図１０】前面カバーが取り外された、図９の散布システムの正面等角図である。
【図１１】図９の散布システムの側面図である。
【図１２】図９の散布システムの背面等角図である。
【図１３】図１及び図６～図１２の散布システムを製造するのに用いられるブランクの前
面の平面図である。
【図１４】図１３のブランクの後面の平面図である。
【図１５】フレーム及び散布器を含む、第１状態の第２散布システムの正面図である。
【図１６】第２状態における、図１５の第２散布システムの背面等角図である。
【図１７】フレーム及び散布器を含む、第１状態の第３散布システムの背面図である。
【図１８】図１７の第３散布システムの側面図である。
【図１９】第４散布システムの作製に使用されるブランクの前部の平面図である。
【図２０】図１９のブランクの後部の平面図である。
【図２１】フレームと散布器とを含む、図１９及び図２０の第４の散布システムの第１の
状態における正面図である。
【図２２】図２１の散布システムの後面図である。
【図２３】一部が上方へ折り曲げられた、第２の状態における図２１の散布システムの別
の後面図である。
【図２４】図２１の散布システムの第２の状態における正面等角図である。
【図２５】図２４の散布システムの後面等角図である。
【図２６】カバーが取り除かれた、図２４の散布システムの別の後面等角図である。
【図２７】図２１及び図２２に示す散布システムの側面図である。
【図２８】図２６の散布システムの側面図である。
【図２９】本願明細書中に記載されたいずれかの散布システムの上部の別の実施形態であ
る。
【図３０】本願明細書中に記載されたいずれかの散布システムの上部の更に別の実施形態
である。
【図３１Ａ】起伏のある側及びフックを有する、図２１に示す散布システムと同様の第４
の散布システムの更なる実施形態の正面図である。
【図３１Ｂ】図３１Ａに示す散布システムの後面図である。
【図３２】ブランクが起伏のある側及びフック形成用の穿孔部分を含む点を除いて図１９
に示すブランクと同様の、第４の散布システムの作製に使用されるブランクの更なる実施
形態の前部の平面図である。
【図３３】フックが別の付加価値を有する特徴に置き換えられた点を除いて、図３２に示
すブランクと同様のブランクの別の実施形態の前部の平面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１を参照すると、揮発性材料散布システム２０が示されている。この散布システム２
０は、揮発性材料散布器２２及びディスプレイフレーム２４を含む。このフレーム２４は
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、第１状態と第２状態との間を動作可能であって、これにより、本発明の散布システム２
０の様々な利用法がユーザにもたらされる。
【００１４】
　図１は、第１状態のディスプレイフレーム２４を示している。このディスプレイフレー
ム２４の前面２６は、第１壁部２８から成る。この第１壁部２８は、ほぼ長方形をしてお
り、幅が約３．５インチ（約８．９ｃｍ）で高さが約５インチ（約１２．７ｃｍ）である
。この前壁部２８には、カバー３０が設けられ、その周囲の穿孔部３２によって付着され
ている。このカバー３０は、その上方角から剥離されている弧状部を除けば、ほぼ正方形
である。この剥離部は、スロット３４を画定している。カバー３０は、前面２６の幅に対
してほぼ中央に置かれていると共に、ディスプレイフレーム２４の上端３８よりも下端３
６の近くに位置付けられている。第１壁部２８の上端３８付近には、穴４０が設けられて
いる。
【００１５】
　カバー３０は、更に図２～図５に示されている散布器２２を覆っている。図２及び図３
を参照すると、この散布器２２若しくはカートリッジは、ブリスター４４、周辺フランジ
４６、並びに、これらのブリスター４４及びフランジ４６に取り外し可能に付着された非
透過性ラミネート４８を備える。ブリスター４４は、無孔透過性膜５０及びカップ型構造
５２若しくはリザーバを含む。カップ型構造５２は、底壁５４及び４つの側壁５６を含み
、これらは、透過性膜５０と共に、揮発性材料５８（図４、５）を収容する密閉リザーバ
として機能する。具体例として、これらのカップ型構造５２及び透過性膜５０は、透明や
半透明の材料からできており、このため、揮発性材料５８がこれらのカップ型構造５２及
び透過性膜５０を通して見える。周辺フランジ４６は、平面状であり、カップ型構造５２
の上端に結合していると共に、これらの上端から外側に延出している。一実施形態では、
この周辺フランジ４６は、側壁５６の上端から外側に延出していると共に、これらの上端
と一体的に形成されている。本発明の散布器２２及び揮発性材料５８は、米国特許第７，
２１３，７７０号（この開示内容は、参照によりその全体が本明細書中に組み込まれる）
に記載のものと似ている。
【００１６】
　図４は、第１状況の散布器２２を示している。散布器２２は、この第１状況において、
完全に又はほぼ満杯である。即ち、非透過性ラミネート４８がブリスター４４から取り外
されていないため、揮発性材料５８は透過性膜５０を通してほとんど又は全く拡散してい
ない。散布器２２が満たされていて非透過性ラミネート４８が透過性膜５０を被覆してい

るときには、揮発性材料５８は実質的に拡散しない。具体例として、非透過性ラミネート
４８は、ユーザがその端部をつかんで剥がすことによって、ブリスター４４から取り外さ
れる。このような非透過性ラミネート４８の取り外しを助ける延長部として、タブ６０、
延長部、又はその他の把持手段が設けられていてもよい。この延長部は、非透過性ラミネ
ート４８の角、端部、及び／又は表面にあってよい。
【００１７】
　非透過性ラミネート４８が取り外されると、散布器２２は、満杯の若しくは第１の状況
（図４）から空の若しくは第２の状況（図５）に移り始める。ブリスター１８には揮発性
材料５８が少量残ってもよく、このような状況でも、散布器２２は第２状況に達したと見
なされる。揮発性材料５８が透過性膜５０を通して拡散するにつれて、透過性膜５０はゆ
っくりと底壁５４上につぶれていく。図５を参照すると、揮発性材料５８が透過性膜５０
を通して拡散した後、散布器２２内に収容されている揮発性材料５８は少なくなっている
。揮発性材料５８の拡散後に、新しい空気が散布器２２に入ることは実質的にない。その
結果、透過性膜５０を通して圧力勾配が生じ、散布器２２内の圧力よりも周囲空気の圧力
の方が高くなる。このような圧力勾配によって、周囲空気は散布器２２上に正味の正圧を
及ぼし、これにより、透過性膜５０が残りの揮発性材料５８に対して且つ最終的には底壁
５４に対して押圧される。
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【００１８】
　再度、図１を参照すると、非透過性ラミネート４８の一部が、スロット３４を通して見
える。散布システム２０は、図６に示されているように、ディスプレイフレーム２４から
カバー３０を取り外すことによって作動する。このカバー３０は、その一部をスロット３
４内でつかんでディスプレイフレーム２４から外側に引き剥がすことによって取り外され
る。このカバー３０は、十分な力が及ぼされると第１壁部２８から剥がれ、これにより、
ほぼ正方形の開口部６２がもたらされる。一実施形態における開口部６２は、長さ及び幅
の寸法が約２．８７６インチ（約７．３０５ｃｍ）である。この開口部６２を通して、非
透過性ラミネート４８が見えると共に、この非透過性ラミネート４８に接触することがで
きる。非透過性ラミネート４８は、開口部６２の幅及び高さとほぼ同じ距離だけ広がって
いる。この非透過性ラミネート４８は、その一部（例えば、タブ６０）をつかんでブリス
ター４４から引き剥がすことによって取り外される。このように非透過性ラミネート４８
を取り外すことによって、散布器２２は第１状況（図４）から第２状況（図５）に移り、
これによって、揮発性材料５８が空気中に散布される。
【００１９】
　ディスプレイフレーム２４の後面６４が、図７に示されている。この後面６４は、第２
壁部６６及び第３壁部６８から成る。第２壁部６６は、ほぼ長方形をしており、幅が約３
．５インチ（約８．８９ｃｍ）で高さが約１インチ（約２．５４ｃｍ）である。第３壁部
６８は、第２壁部６６に一体的に結合されており、幅が約３．５インチ（約８．８９ｃｍ
）で高さが約４インチ（約１０．１６ｃｍ）である。この第３壁部６６には、第２開口部
７０が設けられている。この第２開口部７０は、ほぼ正方形をしており、長さ及び幅の寸
法が、ブリスター４４のカップ型構造５２の長さ及び幅の寸法にほぼ等しいかそれよりも
大きい。一実施形態では、第２開口部７０は、第１壁部２８の開口部６２よりも小さくさ
れており、長さ及び幅の寸法が約２．３１３インチ（約５．８７５ｃｍ）である。この第
２開口部７０は、後面６４の幅に対して中央に置かれていると共に、ディスプレイフレー
ム２４の上端３８よりも下端３６の近くに配置されている。ディスプレイフレーム２４の
上端３８付近には、第２壁部６６を貫通する穴４０が開いている。カップ型構造５２は、
第２開口部７０を通って突出する。他の実施形態では、このカップ型構造５２は、第２開
口部７０内へ部分的に突出するか或いは第２開口部７０とほぼ同一面に合わせられる。図
８は、本実施形態においてカップ型構造５２が第２開口部７０を通ってどの程度延出して
いるかを示す側面図である。このようにカップ型構造５２が第２開口部７０を通って延出
する距離は、散布器２２及び／又はディスプレイフレーム２４の寸法を調整することによ
って変更してもよい。例えば、第１壁部２８、第２壁部６６、第３壁部６８、第４壁部７
２のうちの１つ以上を厚さの異なる材料から製造して、カップ型構造５２が第２開口部７
０を通って延出する程度を調整してもよい。
【００２０】
　図１及び図６～図１１の散布システムは、第１状態の散布システム２０である。この第
１状態は、第１壁部２８、第２壁部６６、第３壁部６８、及び第４壁部７２が互いにほぼ
平行に位置することを特徴とする。散布器２２の一部（例えば、底壁５４や非透過性ラミ
ネート４８）も、第１壁部２８、第２壁部６６、第３壁部６８、及び第４壁部７２と平行
である。一般的には、穴４０に紐又はその他の部材が通されて、この散布システム２０は
支持構造（図示せず）から吊り下げられる。別の実施形態では、この散布システム２０は
、壁又はその他の面に立てかけられるか、或いは、支持面上に置かれてもよい。ユーザが
使用可能な第１状態の散布システム２０の配置方法は多数ある。
【００２１】
　次に、図９～図１２を参照すると、散布システム２０が第２状態にされている。特に図
１２を参照すると、ディスプレイフレーム２４の後面６４が示されている。第３壁部６８
は、ヒンジ７４を中心に回転することによって、ディスプレイフレーム２４の残りの部分
から外側に延出する。この第２状態では、カップ型構造５２は、第２開口部７０を通って
延出しておらず、もはや第２開口部７０と同一面になっていない。第３壁部６８は、支持
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部材若しくは脚部材として機能し、支持面７６から散布システム２０を下支えするのに役
立つ。図１１は、散布システム２０が第２状態においてほぼ逆Ｖ字型を呈し、この逆Ｖ字
型から第２壁部６６と第１壁部２８の一部とが斜めに延出している様子を示している。第
３壁部６８の下端７８と第１壁部２８及び第４壁部７２の結合体の下端８０とが支持面７
６上に力を及ぼすことにより、散布システム２０は、第２状態における直立位置に維持さ
れる。
【００２２】
　第３壁部６８は、第１状態と第２状態を画定する複数の位置との間で動作可能である。
散布システム２０を第２状態にする前は、この第３壁部６８は、第１位置において、第４
壁部７２と並置され、この第４壁部７２とほぼ平行である。ヒンジ７４を中心に第３壁部
６８を回転させることによって、散布システムは第２状態にされる。このように第３壁部
６８を回転させることによって、第３壁部６８は、第４壁部７２から角度がつけられ、第
２位置に置かれる。散布システム２０を第２状態にするのに、第３壁部６８は、約１°～
約１８０°のいずれの角度に位置決めされてもよい。具体例として、第３壁部６８の角度
は、約２０°～約７０°である。
【００２３】
　散布システム２０が第１状態であるか第２状態であるかにかかわらず、散布器２２の透
過性膜５０は、ディスプレイフレーム２４の後面６４から実質的に離れて位置付けられて
いる。従って、揮発性材料５８は、邪魔されることなく空気中に放出されるため、より効
率的に拡散することができる。また、透過性膜５０は、散布システム２０の前面２６から
見える。従って、ユーザは、大して苦労することなく、散布器２２に残っている揮発性材
料５８のレベルを判別し得る。
【００２４】
　図１３及び図１４は、本発明の散布システム２０を製造するのに用いられ得る、１つの
タイプのブランク(blank)８２を示している。このブランク（ブランクフレーム）８２は
、板紙などから製造され、適切な形状に打ち抜かれ得る。図１３は、取り外し可能なカバ
ー３０及び穴４０を備えた第１壁部２８の前面８４を示している。図１４は、この第１壁
部２８の後面８６を示している。この第１壁部２８の第１端部８８には、ヒンジ９０又は
折り目によって、第２壁部６６がつながっている。この第２壁部６６も、穴４０並びに前
面９２及び後面９４を含む。この第２壁部６６の反対側の端部には、ヒンジ７４又は折り
目において、第３壁部６８がつながっている。この第３壁部６８は、第２開口部７０並び
に前面９６及び後面９８を含む。第１壁部２８の第２端部１００には、ヒンジ１０２又は
折り目によって、第４壁部７２がつながっている。この第４壁部７２は、第２開口部７０
と同じような寸法の第３開口部１０４並びに前面１０６及び後面１０８を含む。
【００２５】
　散布システム２０は、第４壁部７２の後面１０８から第３開口部１０４を通して散布器
２２のカップ型構造５２（図１３には示されていない）を挿入することにより組み立てら
れる。散布器２２の周辺フランジ４６は、第４壁部７２の後面１０８の第３開口部１０４
周囲部分にホットシールされる。ヒンジ１０２を中心に第４壁部７２を回転させることに
よって、この第４壁部７２の後面１０８が第１壁部２８の後面８６にほぼぴったりと重な
る。これらの第４壁部７２の後面１０８と第１壁部２８の後面８６は、合わせてホットシ
ールされる。第４壁部７２がこのように位置決めされると、散布器２２の非透過性ラミネ
ート４８は、第１壁部２８のカバー３０裏の中央に位置付けられる。２つの穴４０が合う
ように、ヒンジ９０を中心に第２壁部６６が折り曲げられる。この第２壁部６６の後面９
４も同様に、第１壁部２８の後面８６にホットシールされる。残りの第３壁部６８は第４
壁部７２にほぼぴったりと重なり、第３壁部６８の後面９８は第４壁部７２の前面１０６
と並置される。
【００２６】
　ブランク８２は、あらゆる他のタイプの紙ベースの材料又は異なる材料（例えば、プラ
スチック）から構成されてもよい。プラスチックのような異なる材料は、紙ベースの材料
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には悪影響を及ぼす湿潤環境において有用であり得る。更に、ブランク８２及び散布器２
２の一部は、接着剤又は異なるタイプの糊によって、互いに接着されてもよい。また、デ
ィスプレイフレーム２４自体は、美的効果を狙って装飾的な形状としてもよいし、様々な
色及び／又は絵を施してもよい。図１５及び図１６は、そのような１つの散布システム１
２０を示している（散布システム２０に用いられているのと同様の構造には、同じ参照番
号が付与されている）。この散布システム１２０は、第１壁部２８、第２壁部６６、第３
壁部６８、及び第４壁部７２の側壁１２２が曲線状であることを特徴とする。また、この
散布システム１２０は、穴４０に紐１２４が通されている。この紐１２４は、支持面（例
えば、棒やドアノブ）から散布システム１２０を支持するのに用いられ得る。また、本実
施形態には、廃棄する必要のある材料を省くため、カバー３０が無くてもよい。これらの
図１５及び図１６は、他の実施形態において見られ得る様々な壁部のサイズ及び形状に関
する変形例を示している。
【００２７】
　図１７及び図１８は、散布システム２０に似た別の実施形態である散布システム２２０
を示している。しかしながら、この散布システム２２０は、第４壁部７２の、第１壁部２
８及び第４壁部７２の結合体の下端８０付近に、保持部材２２２が設けられている、とい
う点で異なっている。この保持部材２２２は、第４壁部７２から部分的に切り取られて第
３壁部６８の方へ外側に曲げられた弾性湾曲部材から構成されている。散布システム２２
０が第１状態であるとき、第３壁部６８の下端７８の一部は、この保持部材２２２内に保
持される。このように第３壁部６８が保持部材２２２内に保持されることによって、第３
壁部６８の下端７８は第４壁部７２に押し当てられる。第３壁部６８が保持部材２２２か
ら取り外されると、散布システム２２０は第１状態から第２状態に移る。この保持部材２
２２は、散布システム２２０をよりしっかりと第１状態に維持する手段をもたらす。例え
ば、この保持部材２２２は、散布システム２２０に外部の力が作用することによって、或
いは、ヒンジ７４が曲がり過ぎて第３壁部６８が動くことによって、不用意に状態が移る
のを防ぎ得る。その他のタイプ（様々な形状、数、又は位置）の保持部材を用いることも
考えられる。更に、保持部材は、これらの図１７及び図１８に示されているようにディス
プレイフレームと一体化していてもよいし、ディスプレイフレームに取り付けられる別個
の構造であってもよい。
【００２８】
　別の実施形態では、散布システム２０、１２０、２２０に、様々な形状の開口部及び散
布器が設けられている。例えば、散布器２２及び／又はカップ状構造体５２は、長方形を
していてもよいし、その他のデザイン（例えば、雪片や動物）であってもよい。更に、１
つの散布システム２０、１２０、２２０に、異なる又は同様の揮発物が入った複数の散布
器を設けてもよい。また、第１壁部２８、第２壁部６６、第３壁部６８、及び第４壁部７
２のうちのいくつか又は全てと散布器２２とを結合するのに再使用可能な接着剤を用いる
ことも考えられ、そうすると、揮発性材料５８が無くなったら、散布システム２０、１２
０、２２０全体を交換する代わりに、散布器２２を交換することができる。更に別の実施
形態では、散布システム２０、１２０、２２０は、側部を下にして置いてもよく、この場
合、下端３６及び上端３８は支持面に触れない。正確には、第１壁部２８、第２壁部６６
、第３壁部６８、及び第４壁部７２の、散布システム２０、１２０、２２０の左側或いは
右側を画定する部分が、支持面付近に位置する。それでも、第３壁部６８は、ヒンジ７４
を中心に回転して第１状態と第２状態との間を遷移し、本明細書中に開示したような本発
明の散布システム２０、１２０、２２０の異なる動作方法をユーザに提供する。当業者は
、本開示内容に関して加えられ得る多数の変更を認めるであろう。また、これらの変更は
、本開示内容に含まれるよう意図されている。
【００２９】
　ここで図１９及び２０を参照すると、揮発性物質散布システム３２０（図２１～図２８
を参照）の更に別の作製方法が示されている。本実施形態では、散布システム３２０は、
前部３２６と後部３２８とを有する第１の壁部すなわちセグメント３２４を含むブランク
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３２２を含む。第１の壁セグメント３２４は幅約４インチ（約１０．１６ｃｍ）、高さ約
５．２インチ（約１３．２ｃｍ）の略矩形をなす。略正方形の第１の開口部３３０は第１
の壁セグメント３２４の幅方向中央に配置され、その第１端又は下部３３２近傍に配置さ
れる。更に、第１の壁セグメント３２４は、第１の壁セグメント３２４の第２端すなわち
上部３３６近傍に配置される第１の穴３３４を含む。第１の穴３３４は角部が湾曲した鈍
角三角形をなす。なお、他の実施形態では、第１の穴３３４は他の対称形状あるいは非対
称形状を有していてもよい。
【００３０】
　第２壁部すなわちセグメント３３８は、第１のヒンジすなわち折り目３４０によって第
１の壁セグメント３２４の第１端３３２に取り付けられる。第２の壁セグメント３３８は
幅約４インチ（約１０．１６ｃｍ）、高さ約３．９インチ（約９．９ｃｍ）の略矩形をな
す。更に、第２の壁セグメント３３８は第２の開口部３４２、前部３４４及び後部３４６
を含む。第２の開口部３４２は略正方形をなし、第２の壁セグメント３３８の幅方向中央
に配置される。第１の取り外し可能な面すなわちカバー３４８が第２の開口部３４２に設
けられ、第１の穿孔セグメント３５０により第２の開口部３４２を定義する第２の壁セグ
メント３３８の一部に取り付けられる。第１のカバー３４８は略正方形をなし、その１つ
の角からアーチ状部分３５２が取り除かれている。除去された部分は第１のスロット３５
４を定義する。更に、湾曲した係合部材すなわち保持部材３５６が第１のヒンジ３３２近
傍に設けられる。係合部材３５６は第１の穿孔セグメント３５０によって定義され、両対
向側にスリットを有する。
【００３１】
　第３の壁部すなわちセグメント３５８は、第２のヒンジすなわち折り目３６０により第
１の壁セグメント３２４の第２端３３６に取り付けられる。第３の壁セグメント３５８は
幅約４インチ（約１０．１６ｃｍ）、高さ約１．２インチ（約３．０５ｃｍ）の略矩形を
なす。第３の壁セグメント３５８は第２の穴３６２、前部３６４及び後部３６６を含む。
第２の穴３６２はヒンジ３６０近傍に配置されると共に、ヒンジ３６０を軸に第１の穴３
３４の鏡像となっている。
【００３２】
　更に、ブランク３２２は第３のヒンジすなわち折り目３７０で第３の壁セグメント３５
８に取り付けられた第４の壁部すなわちセグメント３６８を含む。第４の壁セグメント３
６８は幅約４インチ（約１０．１６ｃｍ）、高さ約３．８インチ（約９．６５ｃｍ）の略
矩形をなす。第４の壁セグメント３６８は第３の開口部３７２、前部３７４及び後部３７
６を含む。第３の開口部３７２は略正方形をなし、第４の壁セグメント３６８の幅方向中
央に配置される。第２の取り外し可能な面すなわちカバー３７８が第３の開口部３７２に
設けられ、第３の開口部３７２を定義する第４の壁セグメント３６８の一部に第２の穿孔
セグメント３８０により取り付けられる。第２のカバー３７８は略正方形をなし、その１
つの角から第２のアーチ状部分３８２が取り除かれている。除去された部分は第２のスロ
ット３８４を定義する。
【００３３】
　本実施形態では、第１の開口部３３０及び第３の開口部３７２は、幅及び高さが約２．
３インチ（約５．８４ｃｍ）の略正方形をなす。なお、他の実施形態では、第１の開口部
３３０及び第３の開口部３７２は異なる寸法を有してもよい。実際は、第１の開口部３３
０及び第３の開口部３７２のうち一方又は両方が非正方形をなしてもよい。更に、本実施
形態の第２の開口部３４２は略正方形であるが、第１の開口部３３０及び第３の開口部３
７２と比べて高さ及び幅寸法が大きい。例えば、本実施形態の第２の開口部３４２の高さ
及び幅は約２．９インチ（約７．３７ｃｍ）である。同様に、他の実施形態において、第
２の開口部３４２は別の非正方形の形状をなしてもよい。
【００３４】
　以下に詳述されるように、第１の開口部３３０、第２の開口部３４２及び第３の開口部
３７２のサイズ及び形状は、共に使用される散布器２２に合わせて適合される。例えば、
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本実施形態において、第１の開口部３３０は散布器２２のカップ状構造体５２を受容すべ
く適合された形状をなす。第１の開口部３３０はカップ状構造体５２の形状と同様の形状
をなし、カップ状構造体５２と同一又はそれよりも大きい寸法を有することが望ましい。
上述したようにカップ状構造体５２は矩形、円形、三角形、あるいは雪片状や動物の形状
などの任意の対称的あるいは非対称的形状を有することができる。なお、他の実施形態に
おいて、第１の開口部３３０はカップ状構造体５２とは異なる形状を有していてもよい。
第１の開口部３３０の寸法は、カップ状構造体５２が第１の開口部３３０から延出するこ
とを可能とすべく設定される。同様に、第２の開口部３４２は散布器２２の周縁フランジ
４６と同様の長さ及び幅寸法を有する。他の実施形態では、第２の開口部３４２は、散布
器２２の非透過性ラミネート４８より小さくても大きくてもよく、あるいは異なる形状を
なしてもよい。なお、本開示では、ラミネート４８を散布器２２から容易に取り除くこと
ができるように、開口部３４２からラミネート４８にアクセスできるようになっている。
最後に、第３の開口部３７２は任意のサイズ及び形状とすることができ、揮発性物質５８
が概ね間断なく散布器２２から拡散されるべく適合されている。第３の開口部３７２は、
例えば散布器２２の透過膜５０と同様の形状をなしてもよい。第３の開口部３７２は、散
布システム３２０が第１の状態にあるとき、揮発性物質５８が第３の開口部３７２から一
様に拡散することを可能とすべく透過膜５０と略位置合わせされる。更に、周囲に拡散す
る揮発性物質５８に対する障害を大きくしあるいは小さくするため、第３の開口部３７２
のサイズを透過膜５０よりも大きくあるいは小さくすることができる。
【００３５】
　図２１～図２８は、散布システム３２０のブランク３２２が、散布器２２と共に使用さ
れるためにディスプレイフレーム３８６に組み付けられる方法を示している。散布システ
ム３２０は、第１の壁セグメント３２４の後部３２８（図２０を参照）において、散布器
２２（図１９及び図２０には図示せず）のカップ状構造体５２を第１の開口部３３０から
挿入することにより組み立てられる。散布器２２の周縁フランジ４６は、第１の壁セグメ
ント３２４の、第１の開口部３３０の外周を囲む部分に取り付けられる。第２の壁セグメ
ント３３８は、第２の壁セグメント３３８の後部３４６を第１の壁セグメント３２４の後
部３２８と略同一平面上に位置決めすべく第１のヒンジ３４０を軸に回転される。第１の
壁セグメント３２４及び第２の壁セグメント３３８の後部３２８及び３４６は相互にホッ
トシールされる。第２の壁セグメント３３８は、散布器２２の非透過性ラミネート４８が
第２の壁セグメント３３８の第１のカバー３４８の背後の中央に配置される。同様に、第
３の壁セグメント３５８は、第３の壁セグメント３５８の後部３６６を第１の壁セグメン
ト３２４の後部３２８と略同一平面上に位置決めすべく第２のヒンジ３６０を軸に折り曲
げられる。これにより第１の壁セグメント３２４及び第３の壁セグメント３５８を相互に
ホットシールできる。第３の壁セグメント３５８は、第３の壁セグメント３５８の第２の
穴３６２が第１の壁セグメント３２４の第１の穴３３４と位置合わせされるように配置さ
れる。残る第４の壁セグメント３６８の後部３７６は、第２の壁セグメント３３８の前部
３４４と略同一平面上となるように設けられる。
【００３６】
　散布システム３２０は、上記実施形態と同様に第１の状態と第２の状態との間で操作可
能である。図２１、図２２及び図２７は第１の状態における散布システム３２０を示して
いる。図２１を参照すると、第１の壁セグメント３２４、第１の開口部３３０及び第１の
穴３３４を含むディスプレイフレーム３８６の前面すなわちセグメント３８８が示されて
いる。散布器２２のカップ状構造体５２は第１の開口部３３０から突出する。図２２は、
第３の壁セグメント３５８及び第４の壁セグメント３６８を含むディスプレイフレーム３
８６の後面すなわちセグメント３９０を示している。上述したように第１の穴３３４及び
第２の穴３６２は開口部を提供すべく位置合わせされる。これにより、散布システム３２
０がディスプレイフック（図示せず）に配置されることができ、及び／又は第１の穴３３
４及び第２の穴３６２に紐を通して支持構造物から散布システム３２０を吊下すべく配置
できる。後面３９０は、更に第２のカバー３７８に覆われる第３の開口部３７２を含む。
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【００３７】
　図２３～図２６及び図２８は、第２の状態における散布システム３２０を示す。特に図
２５及び図２６を参照すると、後面３９０が示されている。散布システム３２０は、第４
の壁セグメント３６８を中間面すなわちセグメント３９２から離間する方向にヒンジ３７
０を軸に回転させることにより、第２の状態に配置される。中間面すなわちセグメント３
９２は第２の壁セグメント３３８及び第２の開口部３４２を含む。第２の状態では、第３
の開口部３７２は第２の開口部３４２と位置合わせされていない。第４の壁セグメント３
６８は、支持表面（図示せず）から散布システム３２０を支持する助けとなるべく支持部
材又は脚部材として作用する。図２８は、散布システム３２０が第２の状態おいて略逆Ｖ
字形状を呈することを示している。このとき第３の壁セグメント３５８及び第１の壁セグ
メント３２４の一部は角度をなして延出している。第４の壁セグメント３６８の下端３９
４、及び組み合わされた第１の壁セグメント３２４及び第２の壁セグメント３３８の下端
３９６は、第２の状態において散布システム３２０を直立位置に維持すべく支持表面上に
力を加える。本願明細書中に記載された他の実施形態と同様に、第４の壁セグメント３６
８は、第１の状態と、第２の状態を定義する複数の位置との間で作動可能である。第４の
壁セグメント３６８は、散布システム３２０を第２の状態とするため、中間面３９２に対
し約１度～約１８０度の間の任意の角度に配置されてもよい。例えば、図２３は、第４の
壁セグメント３６８がヒンジ３７０を軸として中間面３９２に対し約１８０度上方へ回転
され状態におけるディスプレイフレーム３８６の中間面３９２を示す。
【００３８】
　散布システム３２０は第１又は第２の状態のいずれの操作可能な位置に配置されてもよ
い。図２３を参照すると、第１のカバー３４８及び第２のカバー３７８が示されている。
第１のカバー３４８は、ユーザが第１のスロット３５４に少なくとも１本の指を入れてデ
ィスプレイフレーム３８６から第１のカバー３４８を引き離すことにより取り除かれる。
これにより第１のカバー３４８が第１の穿孔セグメント３５０に沿って第２の壁セグメン
ト３３８から分離される。第１のカバー３４８が取り除かれると、散布器２２の非透過性
ラミネート４８が露出する。非透過性ラミネート４８は上記と同様の方法で散布器２２か
ら取り除かれ、揮発性物質５８が透過膜５０から拡散することが可能となる。第２のカバ
ー３７８は、ユーザが第２のスロット３８４に少なくとも１本の指を入れてディスプレイ
フレーム３８６（図２５を参照）から第２のカバー３７８を引き離すことにより同様に取
り除かれる。これにより第２のカバー３７８が第２の穿孔セグメント３８０に沿って第４
の壁セグメント３６８から分離される。別の実施形態では、第２のカバー３７８が取り除
かれると、第１のカバー３４８及び非透過性ラミネート４８を第３の開口部３７２から取
り除くことができるようになる。諸実施形態において、第１のカバー３４８及び第２のカ
バー３７８は完全に取り除かれ、ディスプレイフレーム３８６から分離される。別の諸実
施形態では、カバー３４８及び３７８は部分的に取り除かれ、各々第１の穿孔セグメント
３５０及び第２の穿孔セグメント３８０の一部に沿ってフレーム３８６に接続された状態
を保持する。従って、カバー３４８及び３７８を選択的に取り除き、散布システム３２０
を第１の状態と第２の状態との間で作動することにより、周囲に拡散する揮発性物質５８
に対する障害を大きくしあるいは小さくすることにより、拡散制御を行うことができる。
【００３９】
　本実施形態において、第１の穿孔セグメント３５０に沿って第１のカバー３４８を除去
すると、第１のカバー３４８から係合部材３５６が解放される。別の実施形態では、係合
部材３５６は第１のカバー３４８とは別体として提供され、その全体あるいは一部が第１
のカバー３４８に取り付けられない。図２７に示されるように、係合部材３５６は上記保
持部材２２２（図１７及び図１８を参照）と同様の方法で散布システム３２０を第１の状
態に保持するべく適合される。特に、後面３９０を中間面３９２と略同一平面上に位置決
めすべく、第４の壁セグメント３６８の下端３９４が係合部材３５６によって保持される
。
【００４０】
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　ここで図２９～図３１Ｂを参照すると、ディスプレイフレーム３８６の上部４００の更
に別の実施形態が示されている。図２９は、ディスプレイフレーム３８６の前面３８８及
び後面３９０から延出する小さい円形の穴４０２を示している。ディスプレイフレーム３
８６を吊下する目的で紐又は他の部材（図示せず）が穴４０２に通されてもよい。同様に
してディスプレイフレーム３８６の前面３８８及び後面３９０から延出する、側部スリッ
ト４０６を有するより大きい円形開口部４０４が図３０に示されている。当業者には、デ
ィスプレイフレーム３８６を第１又は第２の状態に支持するために本実施形態を利用しあ
るいは変更する方法が明らかである。実際には、別の実施形態において、第４の壁セグメ
ント３６８は約１８０度（図２３を参照）の角度で結合され、ドアノブや他の支持構造物
が第３の開口部３７２に挿入される（図２６を参照）。あるいは、第４の壁セグメント３
６８を支持構造物から吊下することを可能とすべく、第３の開口部３７２と第４の壁セグ
メント３６８の縁部との間において第４の壁セグメント３６８に側部スリット（例えば、
図３０に示すスリット４０６）が設けられる。
【００４１】
　図３１Ａ及び図３１Ｂは、付加価値を有する特徴４２２を含む散布システム４２０の前
面３８８及び後面３９０をそれぞれ示す。本実施形態では、付加価値を有する特徴４２２
は取り外し可能なフック４２４である。取り外し可能なフック４２４は、上記第１の開口
部３３４及び第２の開口部３６２と同様の開口部４２６から延出する。取り外し可能なフ
ックを開口部４２６から挿入することにより、散布システム４２０を棒やその他の構造（
図示せず）から吊下できる。更に、散布システム４２０は湾曲した側壁４２８を含む。
【００４２】
　図３２は、散布システム４２０のディスプレイフレーム３８６として形成されるのに適
したブランク４３０を示している。実際には、ブランク４３０は以下の点を除いて図１９
及び図２０に示されるブランク３２２と同一である。取り外し可能なフック４２４が第１
のカバー３４８内に設けられ、第３の穿孔部分４３２がフック４２４の輪郭を形成する。
更に、壁セグメント３２４、３３８、３５８、３６８は湾曲した側壁４２８を有する。ブ
ランク４３０は別の方法で折り曲げられ、ブランク３２２と同様に散布器２２が設けられ
る。これにより図３１Ａ及び図３１Ｂに示される散布システム４２０が形成される。散布
システム４２０を操作可能な状態に配置したいときには、第１のカバー３４８が第１の穿
孔セグメント３５０に沿って第２の壁セグメント３３８から取り除かれる。更に、取り外
し可能なフック４２４が、第３の穿孔部分４３２に沿って第１のカバー３４８から取り除
かれる。次いで、支持構造物に対し散布システム４２０を支持するために、取り外し可能
なフック４２４が開口部４２６から挿入されてもよい。このように第１のカバー３４８を
再利用することにより廃棄物が減少し、散布システム４２０を更にユーザフレンドリーな
システムとすることができる。別の実施形態では、取り外し可能なフック４２４は第２の
カバー３７８に配置される。
【００４３】
　本願明細書中に開示された散布システムのいずれかに、他の付加価値を有する特徴４２
２が含まれていてもよい。例えば、第１のカバー３４８及び第２のカバー３７８はブラン
ド名称、同一製品又は他の製品を将来購入するためのクーポン、取扱説明書、広告、装飾
用ステッカー、ラベル、散布システムを支持構造物に取り外し可能に固定するための接着
剤及び／又は追加のリフィル散布器を含む。図３３に示されるような実施形態において、
付加価値を有する特徴４２２は、第１のカバー３４８及び第２のカバー３７８のうち一方
又は両方の一部としてそれぞれ提供される。なお、付加価値を有する特徴４２２は、他の
適切な方法で提供でき、例えば追加の挿入物もしくは壁セグメントとして提供されてもよ
い。
【００４４】
　他の実施形態は、本願明細書中に記載された実施形態の個々の特徴の各種組合せを全て
包含する。
【産業上の利用可能性】



(13) JP 5366942 B2 2013.12.11

10

【００４５】
　本明細書中で説明した空気清浄剤散布システムは、吊り下げ位置と自立位置との間で調
節可能であり芳香剤散布器を備えたディスプレイフレームの機能的特徴と美的特徴とを有
益に組み合わせている。従って、この空気清浄剤散布システムを用いることにより、ユー
ザは、家庭又は職場内に空気清浄器をより柔軟に配置することができる。
【００４６】
　先の説明を考慮すれば、当業者には多数の変更点が明らかであろう。従って、この説明
は、単なる例示と解釈されると共に、当業者が本発明を行って使用し且つ本発明を実施す
る最良の形態を教示できるようにすることを目的として提示される。添付の特許請求の範
囲内に含まれる変更点全てに対する独占権は留保される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１Ａ】 【図３１Ｂ】

【図３２】 【図３３】
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