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(57)【要約】
【課題】切断ミスや怪我の恐れがなく、切断すべき端部
を簡単に見分けることができ、片方の手だけで容易に操
作することができる塗布または清浄用の棒を提供する。
【解決手段】開口した第１端部（３）から流出するため
の液体（７）を内蔵し、管状体（２）によって構成され
、該管状体（２）は、第２端部（５）で閉じられており
、この第２端部（５）の近傍に分割可能区域（１０）を
備え、該第２端部（５）に空気透過性の塗布用チップ（
６）を備えている。該塗布用チップ（６）は、分割可能
区域（１０）で、第２端部（５）の側から第１端部（３
）の方へ延びており、該分割可能区域（１０）の破損後
に、この区域（１０）の保護手段を構成すると共に、該
管状体（２）に第２端部（５）を連結する保持手段を構
成し、さらに、第１端部（３）に配置される塗布用チッ
プ（４）とは異なる色にあらかじめ着色されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口した第１端部（３）から流出するための少なくとも一つの液体（７）を内蔵するの
に適するよう構成された、少なくとも一つの管状体（２）によって構成された塗布または
清浄用の棒であり、
　前記管状体（２）は、その両端のもう一方、すなわち、第２端部（５）で閉じられ、こ
の第２端部（５）の近傍に分割可能区域（１０）を備え、
　そして、少なくとも前記第２端部（５）に塗布用チップ（６）を備えており、
　該第２端部（５）の塗布用チップ（６）は、空気透過性であり、前記分割可能区域（１
０）の破損後に該区域の保護手段を構成し、前記分割可能区域（１０）の破損後に前記管
状体（２）に前記第２端部（５）を連結する保持手段を構成するのに適するように、この
第２端部（５）の側から第１端部（３）へと向かって分割可能区域（１０）に延びており
、
　前記塗布用チップ（６）は、管状体（２）の第１端部（３）に配置される可能性のある
塗布用チップ（４）とは異なる少なくとも一つの色にあらかじめ着色されていることを特
徴とする、塗布または清浄用の棒。
【請求項２】
　前記管状体（２）は、前記分割可能区域（１０）の両側に、第２端部（５）に前記塗布
用チップ（６）を構成する材料と協働し、そして、前記分割可能区域（１０）の破損後に
前記第２端部（５）と前記管状体（２）とを連結する前記保持手段を構成するのに適する
引掛手段を備えることを特徴とする、請求項１に記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項３】
　前記引掛手段は、前記管状体（２）に形成された凹凸部によって構成されていることを
特徴とする、請求項２に記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項４】
　前記凹凸部は、回転または斜めの刻み目または溝の形状であることを特徴とする、請求
項３に記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項５】
　前記凹凸部は、管状体（２）の回転と、該管状体をその回転軸に対して垂直におよび／
または斜めに配置された一つまたは複数の工具と接触させることによって形成されること
を特徴とする、請求項３または４に記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項６】
　前記第２端部の塗布用チップ（６）は、前記分割可能区域の各側に前記管状体の直径に
少なくとも等しい長さで延びており、それにより、該分割可能区域の破損後に前記分割可
能区域の保護手段を構成することを特徴とする、請求項１～５のいずれか一つに記載の塗
布または清浄用の棒。
【請求項７】
　前記分割可能区域（１０）の破損は、部分的であることを特徴とする、請求項１～６の
いずれか一つに記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項８】
　前記第２端部（５）に配置された塗布用チップ（６）が、分割可能区域（１０）と第２
端部（５）との間で、少なくとも二つの指に掴まれるように構成されており、
　分割可能区域（１０）は、第１端部（３）の側から、またはその逆側から、管状体（２
）に支持された少なくとも一つの他の指の力で折るのに適するように構成されていること
を特徴とする、請求項１～７のいずれか一つに記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項９】
　第２端部（５）の塗布用チップ（６）または第１端部（３）の塗布用チップ（４）は、
親水性綿、ポリエステル、綿‐ポリエステル混紡、ガーゼまたはそれに類するもののよう
な吸収性材料によって構成されていることを特徴とする、請求項１～８のいずれか一つに
記載の塗布または清浄用の棒。
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【請求項１０】
　棒の前記管状体（２）は、着色されているか、それが内蔵する液体（７）の識別用標識
を備えることを特徴とする請求項１～９のいずれか一つに記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項１１】
　前記管状体（２）は、紫外線に対する液体（７）の感光性を保護するのに適するように
構成されていることを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一つに記載の塗布または清
浄用の棒。
【請求項１２】
　前記塗布用チップ（６）は、自然状態でそれを特徴付ける色とは異なる色にあらかじめ
着色されていることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一つに記載の塗布または清
浄用の棒。
【請求項１３】
　あらかじめの着色は、玉の塊で行われることを特徴とする、請求項１２に記載の塗布ま
たは清浄用の棒。
【請求項１４】
　前記管状体（２）と前記塗布用チップ（６）との様々な色の組み合わせは、特定の用途
に対応しており、表に記載されていることを特徴とする、請求項１～１３のいずれか一つ
に記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項１５】
　塗布または清浄用の棒は、互いに嵌め込まれ、および／または、ほぼ平行に並置され、
束を形成する複数の主要管状体を備えることを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一
つに記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項１６】
　前記の主要管状体は、各々、分割可能区域を備え、それらは、並置されて、前記棒の位
置で一つの破損区域を形成することを特徴とする、請求項１５に記載の塗布または清浄用
の棒。
【請求項１７】
　前記の主要管状体は、異なる液体（７）または製品を含むことを特徴とする、請求項１
６に記載の塗布または清浄用の棒。
【請求項１８】
　同一の管状体（２）は、複数の異なる液体製品（７）を内蔵し、
　それらの製品は、分割可能区域（１０）の破損後に混合されることになっており、液体
栓（９）で互いに分離されていることを特徴とする、請求項１～１７のいずれか一つに記
載の塗布または清浄用の棒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗布または清浄用の棒に関するものであり、該棒は、開口した第１端部から
流出するための液体を内蔵するように構成された、少なくとも一つの管状体によって構成
されており、前記管状体は、その両端のもう一方の端部、すなわち、第２端部で閉じられ
ており、また、この第２端部の近傍に分割可能区域を備え、そして、前記第２端部に少な
くとも一つの塗布用チップを備えている。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、外で使用する衛生製品の分野に関するものである。
【０００３】
　本発明は、より詳細には、一般的には綿棒という呼称で使用されている棒に関するもの
であり、該棒は、その端部の一方もしくは両端部に、親水性綿、ガーゼまたは類似のもの
などのような吸収性材料または包帯製の塗布用チップを具備している。
【０００４】
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　吸収性材料の組成によって、そのような綿棒は、傷の清浄、治療前の区域の清浄、液体
または粘性製品の塗布、化粧落とし、中空のパイプの清浄などに使用できる。
　そのような用途は、化粧、診療補助、獣医学での使用が既知であり、さらに、精密機械
、または、例えば時計などの精密な作業においても既知である。
【０００５】
　所定の区域に液体を排出するまたは塗布するための、液体、例えば、消毒剤または清浄
製品を含む中空の棒が既知である。
　この液体は、排出されるか、および／または棒の第１端部に配置された吸収性材料製の
塗布用チップに染み込むようになっている。
【０００６】
　該棒の第１端部の反対側の第２端部において、この液体は、棒の内部の製品を確実に保
持するように構成された栓によって、または、この端部の特定の実施態様、例えば、嵌め
込み、溶解、はんだ付け、糊付け、つまむこと、またはその他の態様によって停止される
。
【０００７】
　棒は、この第２端部の近傍に分割可能区域を備えており、該分割可能区域は、第１端部
が既に開口されているガラスアンプルのように、第２端部を開口し、大気圧下に置くこと
により、内蔵されている液体をこの第１端部によって流出させることができる。
【０００８】
　改良は、棒内に含まれる液体と開口した第１端部との間に、液体を第１端部の方に徐々
に移動させることができる液体栓を介在させることからなる。
【０００９】
　第１端部および第２端部の周囲に、このような綿棒が従来から具備するチップは、従っ
て同じ様にして使用されるためのものではない。
　第２端部に配置された該チップは、分割可能区域に重ねて配置されており、また、棒内
に含まれる液体を第１端部へと流出させることができる分割を実施するため、使用者によ
って操作されるためのものである。
　そのとき、第１端部は、通常、この液体を塗布することができるチップを具備している
。
【００１０】
　使用者にとって問題点は、分割すべき端部、および、反対に、中空の棒に含まれる液体
によって湿らせる端部が、どれであるかの目印をつけることである。
【００１１】
　カラーリング、とりわけ特許文献１に記載されている、印刷された色つき輪の形状をし
た標識によって分割すべき箇所に目印をつけることが考えられた。
　この印刷は、棒に端部の吸収性材料を装着する前にしか実施することができない。
　吸収性材料を具備する棒へのインクまたは類似するものの射出による印刷は、そのよう
に構成されたアプリケータを、インクの射出または吸収性材料内での色素の拡散によって
汚すという欠点を示す。
　しみのない、完全にきれいな印刷された輪を得ることは、コストがかかり、困難である
。
　そのうえ、そのような印刷されたリングの可視性は、平凡である。
【００１２】
　また、輪のような補填部品を取り付けることは、製造工程に追加の作業を加えると同時
に、製品に追加の部品を加えるという理由で、大量生産で製造されるそのような綿棒の極
めて低い製造コストと比較すると、コストが高い。
【００１３】
　さらに、分割可能区域の近傍に単純な輪を取り付ける場合、そのような輪を分割可能区
域の真横に直接配置することはできず、結果、使用者が分割可能区域の位置ではなく、表
示リングの位置で棒を折ろうとする。
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【００１４】
　そのとき、操作者は、棒をうまく割ることができなかったり、さらには、棒を折った際
にできる鋭利な部分で怪我をする危険性がある。
　これは、とりわけ無菌または極めて清潔な環境での、衛生に関係するあらゆる使用者に
とって致命的な欠陥となる。
【００１５】
　仏国特許発明第２８５１１８０号明細書によると、棒の分割可能区域の真横に、吸収性
材料の厚みの中に、例えば、円形の溝の形状の凹んだ区域を形成することが考えられた。
　これにおいても、この作業は追加の費用を要するものであり、また、この凹んだ区域の
目印はほとんど見えない。
【００１６】
　同様に、特許文献１で既知の突出した区域の形成も、同様なコストと欠点を有する。
【００１７】
　結局、この区域は使用者の目にすぐにとまらないだけでなく、そのうえ、完璧な視覚感
度を持たない者にとっては、全く見えない。
【００１８】
　既知の実施態様では、さらに、分割可能区域を割った後に、チップが、割れ目がはっき
りと目に見える形で棒から切り離され、使用者の怪我の原因となる恐れがあることに注目
した。割れ目が部分的なものであるとしか考慮されていないのであれば、塗布用チップが
この割れ目を出現させてしまうため、これは問題を解決するものにはならない。
　さらに悪いことに、割れたチップが棒につながっている状態でも、使用者がその使用を
試みることができる、つまりは、またここにおいても出現した切断部分によって怪我をす
る危険性があるということである。
【００１９】
　また、そのような塗布用チップが、特に、化粧品、診療補助または医療において大量に
消費される製品であり、その購入単価は比較的安くとも、棒が備えている二つのチップの
うち一つだけしか使用しないのは無駄であり、回避されるべきことであることに留意した
い。
【００２０】
　さらに、化粧での手入れ、衛生手当てまたは診療補助活動を片手で正確に行わなくては
ならない、あるいは、器具を持つため、または別の機器や製品を操作するために片手が使
えないなどの理由により、使用者が棒の切断を実施するのに必ずしも両手を使うわけでは
ないことにも留意すべきである。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０１７１４６２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　結局、操作者にとっての主要な問題は、折るべき端部がどれであるかを瞬時に分かる目
印をつけることである。
　棒の構成は、この端部の位置で分割可能区域の正確な位置を探す必要がなく、
極めて限られた区域に的確な物理的作用を与えるために、とりわけ、片手だけでこの切断
を実行することができるようなものである必要がある。
　また、従来技術の文献では、常に幅が極めて限定されている、ねじ山、または溝、また
はリムによって、分割可能区域の正確な位置を示している。
【００２２】
　本発明は、間違った切断または怪我の恐れがなく、切断すべき端部を簡単に見分けるこ
とができ、片方の手だけで容易に操作することができ、そして、該棒が備えることができ
る、吸収性材料を備える二つの塗布用チップの使用が可能な、切断が容易な塗布または清
浄用の棒を操作者が自由に使用できるようにするようにし、そして、これらの問題対して
信頼性が高く、安価な解決方法を提供することによって、従来技術の欠点を解決すること
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を目的とするものである。
【００２３】
　本発明による塗布または清浄用の棒は、印刷またはそれに類するものによる汚れが全く
ないため、さらに無垢な様相を有しており、そして単純かつ安価な方法で、場合によって
、棒の本体に含まれる製品の種類および／またはチップの一方を構成する吸収性材料の種
類を識別することができ、そして、とりわけ日常的にあらゆる種類の製品を取り扱う必要
がある環境において、操作者にとってその使用をとりわけ共生的なものにする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　そのため、本発明は、開口した第１端部から流出するための液体を内蔵するのに適する
よう構成された、少なくとも一つの管状体によって構成された塗布または清浄用の棒に関
するものであり、前記管状体は、その両端のもう一方、すなわち、第２端部で閉じられ、
この第２端部の近傍に分割可能区域を備え、そして少なくとも前記第２端部に塗布用チッ
プを備えている。前記第２端部上の塗布用チップは空気透過性であり、前記分割可能区域
の破損後にこの区域の保護手段を構成し、前記分割可能区域の破損後に前記管状体に前記
第２端部を連結する保持手段を構成するのに適するよう、この第２端部の側から第１端部
へと向かって分割可能区域上に大きく延びており、そして第２端部上の前記塗布用チップ
は識別手段を備えることを特徴とするものである。
【００２５】
　本発明の特徴によると、第２端部上のこの塗布用チップは、前記管状体の第１端部上に
配置される、可能性のある塗布用チップの一つまたは複数の色とは異なる、少なくとも一
つの色で前もって着色されている。
【００２６】
　本発明の特徴によると、前記管状体は、前記分割可能区域の両側に、第２端部上に前記
塗布用チップを構成する材料と協働し、そして、前記分割可能区域の破損後に前記第２端
部と前記管状体とを連結する前記保持手段を構成するのに適するように構成された引掛手
段を備える。
【００２７】
　特別な特徴によると、前記引掛手段は、前記管状体上に形成された凹凸部によって構成
されている。
【００２８】
　本発明の他の特徴によると、第２端部上の前記塗布用チップは、前記分割可能区域の両
側に、前記管状体の直径に少なくとも等しい長さに延びており、それによって、前記分割
可能区域の破損後のその区域の保護手段を構成する。
【００２９】
　本発明の一つの特徴によると、そのような塗布用チップは、親水性綿、ガーゼまたはそ
れに類するものなどのような吸収性材料によって構成されている。
【００３０】
　本発明の他の特徴によると、分割可能区域の位置での破損は、部分的なものである。
【００３１】
　本発明のまた他の特徴によると、前記第２端部に配置された塗布用チップが、分割可能
区域と第２端部との間に含まれる側に属する少なくとも二つの指に掴まれるように構成さ
れており、そして分割可能区域は、第１端部の側から、またはその逆側から、管状体上に
支持された少なくとも一つの他の指の力で折るのに適するように構成されている。
【００３２】
　本発明のさらに他の特徴によると、塗布棒の第１端部は、また、前記塗布用チップを具
備している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して行う下記の実施態様の詳細な
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説明から明らかになるであろうが、これらの実施態様は本発明を何ら限定するものではな
い。
【００３４】
　図１は、本発明による塗布または清浄用の棒を概略的に図示したものである。
【００３５】
　本発明は、外で使用する衛生製品の分野に関するものである。
【００３６】
　本発明は、特に、塗布または清浄用の棒１に関するものである。
【００３７】
　図１に見られるように、塗布または清浄用の棒１は、管状体２を備える。
　該管状体は、開口した第１端部３を備えている。
　この第１端部３は、親水性綿、ポリエステル、綿‐ポリエステル混紡、ガーゼ、または
それらに類するもののような吸収性材料、すなわち、包帯製の塗布用チップ４を具備する
ことができる。
　該第１端部は、また、刷毛、ブラシ、スポンジ、泡の形状、直径の大きな綿球、その他
の付属品などを具備することもできる。
【００３８】
　本発明による塗布または清浄用の棒の塗布用チップは、このチップを構成する吸収性の
特性を有する材料によって、製品を塗布するだけでなく、製品を排出するために使用する
ことができる。
【００３９】
　管状体２は、その第２端部５に、塗布用チップ６を備える。
【００４０】
　塗布用の棒１に定められた使用法に応じ、通常、回転楕円形の形状をしたこの塗布用チ
ップ６は、円錐形、球、円筒形、または、その他の形状を有することもできる。
【００４１】
　第１端部３の塗布用チップ４についても同様である。
【００４２】
　管状体２は、液体７を内蔵するのに適するように構成されている。
【００４３】
　そのため、管状体２は、その第２端部５の側で、栓のような、または、さらには、管状
体自身、または異なる他のものやそれに類するものとの接合または糊付けなどのような、
恒久的な閉塞手段８によって閉じられている。
【００４４】
　液体７は、その一部しか占めない管状体２内に、流出しないように張力で保持されてお
り、大気圧の作用下で管状体２内に閉じ込められている。
【００４５】
　液体７は、有利には、第１端部の側、液体または粘性材料製で、使用中の液体とは異な
る張力および粘度を示し、その汚染または蒸発を防ぐ障壁を形成する、液体栓９と呼ばれ
る相によって閉じ込められている。
【００４６】
　管状体２は、最小の抵抗で分割可能区域１０を備えており、該区域は、分割可能区域１
０の近傍で、管状体２の軸に対して垂直方向に手の応力を加えると折れるのに適するよう
に構成されている。
【００４７】
　第２端部の塗布用チップ６は、空気透過性であり、また、この第２端部５の側から第１
端部３へと向かって、分割可能区域１０上に大きく延びている。
【００４８】
　塗布用チップ６は、分割可能区域１０上に延びており、
‐あらゆる怪我または汚染を予防するよう、その破損後に、この分割可能区域１０の保護
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手段を構成し、
‐分割可能区域１０の破損後に、管状体２と第２端部５との連結保持手段を構成し、
‐分割可能区域１０を備える棒１の端部の識別手段を構成し、そのために、第２端部５上
の塗布用チップ６は、管状体２の第１端部３に配置された塗布用チップ４の色とは異なる
色にあらかじめ着色されているのに適するようになっている。
【００４９】
　好ましい実施例では、管状体２は、分割可能区域１０の両側に、引掛手段１１を備えて
いる。
【００５０】
　これらの引掛手段１１は、第２端部上の塗布用チップ６を構成する材料と協働するのに
適するように構成されており、引掛手段１１は、分割可能区域１０の破損後に管状体２と
第２端部５との前記連結保持手段を構成する。
【００５１】
　有利な、そしてとりわけ経済的な方法では、これらの引掛手段１１は、例えば、刃物ま
たは加熱手段、変形、ローレット加工または同様の作用によって、管状体２上に設けられ
ている凹凸部によって構成される。
　この凹凸部は、特に、回転または非回転の刻み目、またさらには回転または斜めの溝お
よび／または輪縁の形状、あるいは他の形状をとることができる。
　好ましい仕方では、この凹凸部は、管状体２の回転と、該管状体をその回転軸に対して
垂直におよび／または斜めに配置された一つまたは複数の工具と接触させることによって
形成される。
【００５２】
　本発明の好ましい実施態様では、第２端部５上の塗布用チップ６は、分割可能区域１０
の各側に管状体２の直径に少なくとも等しい長さで延びており、それにより、該分割可能
区域の破損後に分割可能区域１０の保護手段を構成する。
【００５３】
　本発明の好ましい実施態様では、第２端部５上の塗布用チップ６を構成する材料は、そ
れが管状体２上に取り付けられる前に、塊で着色されている。
　通常、何百ｋｇかの玉でパッケージングされる綿を使用する場合、従って、綿は一玉ず
つ、または、それ以上で着色される。
　好ましい実施態様では、この塗布用チップ６は、自然状態でそれを特徴付ける色とは異
なる色にあらかじめ着色される。
【００５４】
　この解決方法は、玉の処理の際に、あらゆる物理化学的パラメータを制御することがで
きるため、均質で完全に規則的な着色を提供することを可能にする。
【００５５】
　実際、既に塗布用の棒１に取り付けられた塗布用チップ６の経験に基づく着色実験では
、全ての実験で色のずれが出現した。
　これにおいて、それぞれの棒は、固有の、特に温度ならびに湿度測定の条件で保存され
ている。
【００５６】
　玉の塊であらかじめ着色すると、さらに、移動台への配置、印刷または着色、乾燥など
の工程でのコストのかかる複数の作業と同様に、着色材料を節約するという利点がある。
【００５７】
　特に、親水性綿製の塗布用チップ６は、白以外の色に着色されるであろう。
【００５８】
　塗布または清浄用の棒１を使用するため、操作者は、それを手に取り、その色で第２端
部５を識別し、該端部を第１端部３を上回る高さに保持し、該端部を処理行う区域に接近
させる。
【００５９】
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　操作者は、第２端部５をつかみ、それに管状体２の軸に対して垂直な成分応力をかける
ことにより、該管状体の軸に対して相対的な運動を伝達する。
　このようにして、分割可能区域１０の破損を開始させることができる。
【００６０】
　分割可能区域１０の破損の際、液体７を大気圧下に置くことにより、第２端部５の側か
ら、第１端部３およびそれが備える塗布用チップ４の方へと、重力によって液体７を流出
させることができる。
　そのとき、液体７は塗布用チップ４を湿らせ、使用できるようにする。
【００６１】
　この点に関して、塗布用チップ４にポリエステル‐綿混紡を選択するとにより、有利な
ことに、管状体２に内蔵される液体７の製品を緩やかに吸収させることができる。
【００６２】
　第２端部５の塗布用チップ６のテクスチャおよび分割可能区域１０上の該チップの大き
な被覆により、その管状体２との連結保持が可能となる。
【００６３】
　好ましい実施態様では、分割可能区域１０の両側の管状体２を中心にした塗布用チップ
６をきつく巻き付ける、ボビンから送り出す、紡ぐことは、管状体２の軸に対して僅かな
角度のずれだけで、そのような保持を確実なものにする。
　さらに、極めてきつく紡ぐことによって、塗布用チップを構成する被覆材料をとりわけ
節約することができる。
　従って、操作者は、液体７がそれから流出する塗布用チップ４の補足として、塗布用チ
ップ６を使用することができる。
【００６４】
　第２端部５の塗布用チップ６は、第１端部３の塗布用チップ４と全く同様に、特定の形
状をとることができる。
　より理解を深めるために、ボビンによる巻き取りまたは紡ぐ方法によって、特に様々な
断面の区域の容易な製作、または、他のあらゆる使用を可能にする。
【００６５】
　この実施態様は、塗布用チップ６の下で分割可能区域１０の破損によって生まれた表面
を確実に保持することを可能にし、そして操作者は破損の際に場合によっては破片が生じ
ても、その破片による怪我から保護される。
　同様に、この配置によって、塗布用チップ６が展開する予定の区域を傷つける危険性も
なくすことができる。
【００６６】
　好ましい実施態様では、分割可能区域１０の破損は、分割可能区域１０の破損後は管状
体２との第２端部５の連結保持に寄与するよう、部分的なものである。
【００６７】
　この点に関して、綿などのような吸収性材料を管状体２の周りにきつくボビンによる送
り出して巻き付けることは、本発明による塗布用の棒１の剛性に寄与し、そして、その直
径に比例した管状体２の厚みの減少を可能にするものであり、該減少は、一方では、重要
な材料の節約、および、他方では、同じ外径での液体の内容量の増加として現れる。
　この後者の利点は、通常のサイズより大きく、大容量で使用することが求められる獣医
学で使用される塗布用の棒１の場合に、とりわけ重要である。
【００６８】
　分割可能区域１０は、好ましくは、一つまたは複数の、部分的または完全な回転溝のよ
うに、縮小された断面の形状で形成される。
　管状体と同じ直径で、このような溝が同じ深さの場合は、管状体２の厚さを減少させる
と、残りの断面が同じように減少し、このことにより、操作者が分割可能区域１０の破損
を実施するときに容易さが増大することになる。
【００６９】
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　図１に示したように、とりわけ片手での操作者による操作を容易にするために、第２端
部５に配置された塗布用チップ６は、分割可能区域１０と第２端部５との間に含まれる側
に属する少なくとも二つの指に掴まれるように構成されており、そして分割可能区域１０
は、第１端部３の側から、またはその逆側から、管状体２上に支持された少なくとも一つ
の他の指の力で折るのに適するように構成されている。
【００７０】
　化粧品、獣医学、美容（爪用糊硬化剤、除光液、髪用染色剤）、技術（急速乾燥糊）ま
たはその他の様々な用途の多くの医薬品または製品は、処方の一部をなす分子または有効
成分の完全な特性を保持することができるように、塗布の直前に複数の物質の混合を要求
する。
【００７１】
　図示していない本発明の特定の実施態様によると、塗布用の棒は、複数の主要管状体を
備える。
　これらの主要管状体は、場合によっては互いに嵌め込まれたり、あるいは束を形成する
ためにほぼ平行に並置されたり、またさらには、これらの二つの方法を組み合わせて、す
なわち、互いに嵌め込まれた管を備える束か、さもなければ、少なくとも一つのそのよう
な束が嵌め込まれている管の形態で組み立てられる。
【００７２】
　これらの主要管状体は、特定の主要液体を内蔵するのに適しており、分割可能区域を備
えている。
　これらの主要管状体の並置は、棒に破損区域を一つだけ形成するために分割可能区域が
並置されるように、そして、操作者が単一の管状体を操作するときと同様に一度しか破損
操作を行う必要がないようにして、実施される。
【００７３】
　好ましい仕方では、これらの主要管状体は、異なる、液体または製品を内蔵し、破損時
に、棒の第１端部、または、場合によってはこの同じ第１端部が備えているチップの位置
で混合される。
　主要管状体は、各々、正確な割合の混合物を得るための必要適正量を内蔵しており、そ
れはとりわけ接着剤の場合に、極めて正確であることが多い。
【００７４】
　本発明のそのような用途では、少量を調節することで、過剰なことが多く、そしてその
一部が不要である、異なる調節から形成される多成分混合物の形成時の頻繁な浪費を防止
することができ、そして、この種の混合物では正確かつ適切に実施することが常に困難な
調合の問題を完全に解決することができる。
【００７５】
　図面には示していないが、さらに他の実施態様では、同一の管状体は、分割可能区域の
破損後、混合されるようになっている複数の異なる液体製品を内蔵している。
　そのとき、これらの液体は、液体栓と呼ばれる、好ましくはシリコーン材料によって構
成された液体を保存するための、液体または粘性材料製の前述の相に類似する相によって
別々に分離されている。
【００７６】
　好ましい実施方法では、管状体は、紫外線およびその他に対する液体の感光性を保護し
、経時的に良好な保存を保障するように、半透明材料で形成される。
【００７７】
　また他の実施態様では、棒の管状体は着色されているか、または、それが内蔵する液体
の名札か識別用標識かを、液体の識別を容易にするために具備している。
【００７８】
　従って、使用者は、様々な色の管状体と塗布用チップとを組み合わせることができる。
　それぞれの組み合わせは、特定の用途に対応するものである。様々な組み合わせが表に
記載されている。
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　このようにして、棒の識別は、容易に瞬時に行われる。
　したがって、管理が容易なものとなる。
【００７９】
　前記の説明において液体と表記したものは、全て、また、管状体に流出するのに適した
粉末状製品も関係する。
【００８０】
　もちろん、本発明は、前記に、図示、記載した実施例に限定されるものではなく、本発
明の範囲を出ることなく、変更および修正を示すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明による塗布または清浄用の棒の概略図
【００８２】
　１　塗布または清浄用の棒
　２　管状体
　３　第１端部
　４　塗布用チップ
　５　第２端部
　６　塗布用チップ
　７　液体
　８　閉塞手段
　９　液体栓
１０　分割可能区域

【図１】
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