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(57)【要約】
【課題】エアゾール容器２内に充填されたデオドラント
組成物を噴射するためのデオドラントスプレー１におい
て、無理な姿勢をとらずに楽に人体の腋に吹き付け可能
とする。
【解決手段】エアゾール容器２は、有底円筒形に形成さ
れ、かつ外径寸法がφ２０ｍｍ～φ４５ｍｍおよび全長
寸法が４５ｍｍ～１５０ｍｍに設定されているとともに
、その開口部にバルブ２１が装着されている。バルブ２
１に装着されるアクチュエータ３は、エアゾール容器２
の中心軸線１００に沿って当該エアゾール容器２の底側
へ向けて変位される指掛け操作部３２ｂを有する。指掛
け操作部３２ｂの指引き操作に応答してバルブ２１を開
くことにより、エアゾール容器２内に充填されたデオド
ラント組成物を該エアゾール容器２の中心軸線１００に
沿わせて外向きに噴射する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアゾール容器内に充填されたデオドラント組成物を噴射するためのデオドラントスプ
レーであって、
　前記エアゾール容器は、有底円筒形に形成され、かつ外径寸法がφ２０ｍｍ～φ４５ｍ
ｍおよび全長寸法が４５ｍｍ～１５０ｍｍに設定されているとともに、その開口部にバル
ブが装着されており、
　前記バルブにはアクチュエータが装着され、このアクチュエータは、前記エアゾール容
器の中心軸線方向に沿って当該エアゾール容器の底側へ向けて変位される指掛け操作部を
有し、当該指掛け操作部の指引き操作に応答して前記バルブを開くことにより、前記エア
ゾール容器内に充填されたデオドラント組成物を該エアゾール容器の中心軸線に沿わせて
外向きに噴射する、ことを特徴とするデオドラントスプレー。
【請求項２】
　請求項１に記載のデオドラントスプレーにおいて、
　前記バルブは、少なくともハウジングと、ステムと、マウンティングカップとから構成
され、１回の操作で前記エアゾール容器内のデオドラント組成物を一定量だけ排出する定
量バルブとされる、ことを特徴とするデオドラントスプレー。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のデオドラントスプレーにおいて、
　前記アクチュエータは、前記バルブのステムに取り付けられ、かつ、前記エアゾール容
器内のデオドラント組成物を当該エアゾール容器の中心軸線に沿わせて外向きに噴射させ
るためのノズルと、指引き操作を受けることにより前記ノズルおよび前記ステムを前記エ
アゾール容器の底側へ変位させるための梃タイプの操作レバーとを含み、
　前記ノズルは、前記バルブのステムに被せられるとともに当該ステムの内部流路と連通
される差込孔を有するノズルボディと、このノズルボディから上向きに突出形成されると
ともに当該ノズルボディの差込孔と連通する内孔を有する突出管とを備え、
　前記操作レバーは、前記エアゾール容器の開口部側に被せられる円筒ケースと、この円
筒ケースの外側開口を覆うように配置され、かつ、前記突出管が挿通される孔を有する板
状部材からなる前記指掛け操作部とを備え、
　前記指掛け操作部は、前記円筒ケースの外側開口の円周方向１ヶ所を支点として前記エ
アゾール容器の中心軸線に沿って底側へ傾動可能に支持されていて、当該指掛け操作部の
内面には当該指掛け操作部の傾動時に前記ノズルボディに前記ステムを押し下げるための
押圧力を付与する押圧部が設けられている、ことを特徴とするデオドラントスプレー。
【請求項４】
　請求項３に記載のデオドラントスプレーにおいて、
　前記板状部材からなる指掛け操作部の外面は、その支点側と１８０度対向する側が前記
円筒ケースの外側開口から離れるように傾斜される、ことを特徴とするデオドラントスプ
レー。
【請求項５】
　請求項３または４に記載のデオドラントスプレーにおいて、
　前記突出管の内孔の内部にセンターポストを備え、かつ、該突出管の出口部に噴口を備
える、ことを特徴とするデオドラントスプレー。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載のデオドラントスプレーにおいて、
　前記エアゾール容器の外周面の周方向に、使用者の一方の手の人差し指、中指、薬指、
小指を巻き付け、手の平と前記指で前記エアゾール容器を握るように保持したうえで、当
該一方の手の親指を前記エアゾール容器の中心軸線に沿わせるようにして前記指掛け操作
部に引っ掛けるような形態で使用される、ことを特徴とするデオドラントスプレー。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載のデオドラントスプレーの使用方法であって、
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　前記デオドラント組成物の噴射先を上向きにした姿勢のエアゾール容器を前記使用者の
一方の腕の親指以外の４本指または親指と小指以外の３本指で握って肘から下を胴体に対
して横切らせるように曲げる一方、
　前記使用者の他方の腕を下げたまま腋の下を開くようにしておき、当該腋の下に前記上
向きの前記デオドラント組成物の噴射先を差し入れるようにして、前記一方の腕の親指で
前記アクチュエータの指掛け操作部を下向きに変位操作することにより前記バルブを開い
て前記エアゾール容器内のデオドラント組成物を前記腋に噴射する、ことを特徴とするデ
オドラントスプレーの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアゾール容器内に充填されたデオドラント組成物を噴射するためのデオド
ラントスプレー、ならびにデオドラントスプレーの使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、人体の腋の汗臭等のケアをするために、デオドラント組成物を塗布するものが
汎用されている。
【０００３】
　このデオドラント組成物の塗布手段としては、ロールオンタイプ、ローションタイプ、
ジェルタイプ、クリームタイプ、スプレータイプなどがあるが、中でも、スプレータイプ
（例えば特許文献１－３参照）が、衛生的で、べたつきが少ないなどの点で好適に用いら
れている。
【０００４】
　例えば特許文献１に示されているスプレータイプは、デオドラント組成物および噴射剤
（圧縮ガスあるいは液化ガス等）を収容する有底円筒形のエアゾール容器の開口にバルブ
を設置し、このバルブのステムに噴射ボタンを取り付け、この噴射ボタンを押し下げるこ
とにより当該噴射ボタンの噴射口から前記エアゾール容器の中心軸線方向と直交する方向
にデオドラント組成物を噴射するようになっている。
【０００５】
　例えば特許文献２に示されているスプレータイプは、デオドラント組成物および噴射剤
（圧縮ガスあるいは液化ガス等）を収容する有底円筒形のエアゾール容器の開口にバルブ
を設置し、このバルブのステムにほぼ円錐形状のノズルを取り付け、このノズルを斜めに
押し下げることによりその先端から前記エアゾール容器の中心軸線に対して斜め外向きに
デオドラント組成物を噴射するようになっている。
【０００６】
　例えば特許文献３に示されているスプレータイプは、デオドラント組成物および噴射剤
（圧縮ガスあるいは液化ガス等）を収容する有底円筒形のエアゾール容器の開口にバルブ
を装着し、このエアゾール容器にその全体を覆うように筒状のガイド部材を取り付け、こ
のガイド部材の天井壁部の中央に噴出口が設けられ、前記ガイド部材に対して前記エアゾ
ール容器を押圧して変位させることにより前記バルブのステムから噴出されるデオドラン
ト組成物を前記噴出口から前記エアゾール容器の中心軸線方向と平行な方向に噴射するよ
うになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－２２８９４３号公報
【特許文献２】特開平１１－２３６０８３号公報
【特許文献３】特開２００４－３３１５１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　上記特許文献１では、人体の腋にデオドラント組成物を噴射するときに、腕を下ろし、
腋をやや開いた状態で使用する際は、エアゾール容器を横倒し姿勢にして使用する必要が
あり、使いにくいだけでなく、横倒し姿勢にすることによってエアゾール容器内のデオド
ラント組成物が噴出されにくくなるといった欠点がある。一方、エアゾール容器を正立状
態で使用する際には、腕を肩より上に持ち上げて腋を大きく開く必要があり、人前での使
用が恥ずかしくなることが懸念される。
【０００９】
　上記特許文献２では、デオドラント組成物を噴射するノズルそのものを傾動させるよう
に押圧操作する必要があり、また、前記ノズルが傾くためにデオドラント組成物の噴射先
を使用者が把握しにくいので、例えば人体の腋にデオドラント組成物を噴射するときに、
腋の狙った位置にデオドラント組成物を吹き付けにくいことが懸念される。
【００１０】
　上記特許文献３では、デオドラント組成物を噴射するときに、片方の手でガイド容器を
支えたままで当該片方の手でエアゾール容器の底を押圧操作する必要があるために、噴霧
時に無理な体勢となり、この操作がしにくいことが懸念される。
【００１１】
　このような事情に鑑み、本発明は、無理な姿勢をとらずに楽に人体の腋に吹き付けるこ
とが可能なデオドラントスプレーならびにデオドラントスプレーの使用方法の提供を目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、エアゾール容器内に充填されたデオドラント組成物を噴射するためのデオド
ラントスプレーであって、前記エアゾール容器は、有底円筒形に形成され、かつ外径寸法
がφ２０ｍｍ～φ４５ｍｍおよび全長寸法が４５ｍｍ～１５０ｍｍに設定されているとと
もに、その開口部にバルブが装着されており、前記バルブにはアクチュエータが装着され
、このアクチュエータは、前記エアゾール容器の中心軸線方向に沿って当該エアゾール容
器の底側へ向けて変位される指掛け操作部を有し、当該指掛け操作部の指引き操作に応答
して前記バルブを開くことにより、前記エアゾール容器内に充填されたデオドラント組成
物を該エアゾール容器の中心軸線に沿わせて外向きに噴射する、ことを特徴としている。
【００１３】
　この構成では、前記アクチュエータの指掛け操作部を使用者が指で変位操作すると、前
記エアゾール容器内のデオドラント組成物が当該エアゾール容器の中心軸線に沿って外向
きに噴射されるようになる。
【００１４】
　そして、前記エアゾール容器の外径寸法および全長寸法を特定した場合には、当該エア
ゾール容器の外周面に使用者が一方の手の親指以外の４本指または親指と小指以外の３本
指を巻き付けるようにしたうえで、前記一方の手の親指をエアゾール容器の中心軸線に沿
わせるようにして指掛け操作部に引っ掛けることが比較的容易に行えるようになる。
【００１５】
　さらに、例えばエアゾール容器のバルブを上向きにしておいて当該エアゾール容器を前
記のように使用者が一方の腕の手で握って肘から下を胴体に対して横切らせるように曲げ
る一方、使用者の他方の腕を下げたまま腋の下を開いておき、当該腋の下に前記上向きの
バルブを差し入れるようにして、当該バルブから噴射されるデオドラント組成物を前記腋
に吹き付けるようにデオドラントスプレーを使用することが比較的容易に行えるようにな
る。
【００１６】
　このようにエアゾール容器を持つときの使用者の一方の手および腕の動きが無理な動き
にならずに自然な動きになるので、エアゾール容器の取り扱いならびにデオドラント組成
物の吹き付け行為が比較的容易に行えるようになる。また、携帯性に優れることから、外
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出先などで容易に腋の汗臭等のケアを行うことができるようになる。
【００１７】
　前記バルブは、少なくともハウジングと、ステムと、マウンティングカップとから構成
され、１回の操作で前記エアゾール容器内のデオドラント組成物を一定量だけ排出する定
量バルブとされることが好ましい。
【００１８】
　この構成では、前記指掛け操作部を変位させる操作を１回行うと、前記エアゾール容器
内のデオドラント組成物を前記バルブから一定量だけ排出するようになるから、デオドラ
ント組成物の噴射量の調整が容易になり、有効量を効率的に腋に噴霧塗布できるだけでな
く、デオドラント組成物の消費量を節約するうえでも有利になる。
【００１９】
　前記アクチュエータは、前記バルブのステムに取り付けられ、かつ、前記エアゾール容
器内のデオドラント組成物を当該エアゾール容器の中心軸線に沿わせて外向きに噴射させ
るためのノズルと、指引き操作を受けることにより前記ノズルおよび前記ステムを前記エ
アゾール容器の底側へ変位させるための梃タイプの操作レバーとを含み、前記ノズルは、
前記バルブのステムに被せられるとともに当該ステムの内部流路と連通される差込孔を有
するノズルボディと、このノズルボディから上向きに突出形成されるとともに当該ノズル
ボディの差込孔と連通する内孔を有する突出管とを備え、前記操作レバーは、前記エアゾ
ール容器の開口部側に被せられる円筒ケースと、この円筒ケースの外側開口を覆うように
配置され、かつ、前記突出管が挿通される孔を有する板状部材からなる前記指掛け操作部
とを備え、前記指掛け操作部は、前記円筒ケースの外側開口の円周方向１ヶ所を支点とし
て前記エアゾール容器の中心軸線に沿って底側へ傾動可能に支持されていて、当該指掛け
操作部の内面には当該指掛け操作部の傾動時に前記ノズルボディに前記ステムを押し下げ
るための押圧力を付与する押圧部が設けられていることが好ましい。
【００２０】
　ここでは、前記アクチュエータの構成を特定することにより、指掛け操作部の簡便な操
作でデオドラント組成物を外向きに噴射することができるようになる。
【００２１】
　前記板状部材からなる指掛け操作部の外面は、その支点側と１８０度対向する側が前記
円筒ケースの外側開口から離れるように傾斜されることが好ましい。
【００２２】
　この構成では、前記指掛け操作部の傾斜している外面において前記支点側から１８０度
対向する側に親指を引っ掛けやすくなるとともに、当該指掛け操作部を変位させやすくな
る。
【００２３】
　これにより、使用者の握力が比較的弱い場合であっても、デオドラント組成物の噴射操
作が比較的容易に行えるようになる。
【００２４】
　前記突出管の内孔の内部にセンターポストを備え、かつ、該突出管の出口部に噴口を備
えることが好ましい。
【００２５】
　この構成では、前記エアゾール容器内のデオドラント組成物が前記突出管の内孔と前記
センターポストとの間の隙間を経て前記噴口から外側へ噴射されるようになる。
【００２６】
　これにより、前記噴射されるデオドラント組成物が細かな霧状となって噴射されるので
、人体に薄く均一に塗布することが可能になるとともに、人体の肌に塗布したデオドラン
ト組成物が垂れ落ちにくくなる。
【００２７】
　ところで、上記デオドラントスプレーは、前記エアゾール容器の外周面の周方向に、使
用者の一方の手の人差し指、中指、薬指、小指を巻き付け、手の平と前記指で前記エアゾ
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ール容器を握るように保持したうえで、当該一方の手の親指を前記エアゾール容器の中心
軸線に沿わせるようにして前記指掛け操作部に引っ掛けるような形態で使用できる。
【００２８】
　ここでは、本発明に係るデオドラントスプレーを使用するにあたって、前記エアゾール
容器を使用者が一方の手の親指以外の４本指または親指と小指以外の３本指で握ったまま
で当該一方の手の親指を前記アクチュエータの指掛け操作部に引っ掛けて変位操作する形
態を特定している。
【００２９】
　これにより、使用者の一方の手を無理に動かすことなく自然な状態で動かすことにより
前記エアゾール容器を前記一方の手の前記４本指または前記３本指で包むように握ること
が可能になるとともに、デオドラント組成物の噴射先を使用者の他方の腕側の腋へ向けや
すくなるので、デオドラントスプレーを使用することが比較的容易に行える。
【００３０】
　そして、本発明に係るデオドラントスプレーの使用方法は、前記デオドラント組成物の
噴射先を上向きにした姿勢のエアゾール容器を前記使用者の一方の腕の親指以外の４本指
または親指と小指以外の３本指で握って肘から下を胴体に対して横切らせるように曲げる
一方、前記使用者の他方の腕を下げたまま腋の下を開くようにしておき、当該腋の下に前
記上向きの前記デオドラント組成物の噴射先を差し入れるようにして、前記一方の腕の親
指で前記アクチュエータの指掛け操作部を下向きに変位操作することにより前記バルブを
開いて前記エアゾール容器内のデオドラント組成物を前記腋に噴射する、ことを特徴とし
ている。
【００３１】
　この様なデオドラントスプレーの使用方法では、前記使用者の他方の腕を肩より上に持
ち上げずに下げたまま軽く開くようにするから、使用者が両方の腕および手を無理に動か
すことなく自然な状態で動かすことにより、前記エアゾール容器を前記他方の手の前記４
本指または前記３本指で包むように握ることが可能になるとともに、デオドラント組成物
の噴射先を使用者の前記他方の腋へ向けやすくなる。
【００３２】
　このようなことから、使用者の前記一方の腕を肩より上に持ち上げてデオドラントスプ
レーを使用するような従来例に比べると、デオドラントスプレーを使用する行為が容易に
行えるとともに、恥ずかしくなりにくいので、人目を気にすることなく使用しやすくなる
。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明は、無理な姿勢をとらずに楽に人体の腋に吹き付けることが可能なデオドラント
スプレーならびにデオドラントスプレーの使用方法を提供できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係るデオドラントスプレーの一実施形態を示す一部破断の側面図である
。
【図２】デオドラントスプレーにおいてキャップを取り外した状態を示す斜視図である。
【図３】図２において反対側から見た状態を示す斜視図である。
【図４】図２のデオドラントスプレーの上面図である。
【図５】操作レバー単体の下面図である。
【図６】図４の(６)－(６)線断面の矢視図である。
【図７】図４の(７)－(７)線断面の矢視図である。
【図８】図６において操作レバーを押し下げ操作した状態を示す断面図である。
【図９】図７において操作レバーを押し下げ操作した状態を示す断面図である。
【図１０】操作レバーを押し下げ操作していないときの定量バルブの状態を示す断面図で
ある。
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【図１１】操作レバーを押し下げ操作したときの定量バルブの状態を示す断面図である。
【図１２】デオドラントスプレーの使用時の持ち方を説明するための図である。
【図１３】デオドラントスプレーの使用方法を説明するための図である。
【図１４】本発明に係るデオドラントスプレーの他実施形態を示す一部破断の側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明を実施するための最良の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明
する。
【００３６】
　図１から図１３に、本発明の一実施形態を示している。図中、１は携帯型のデオドラン
トスプレーの全体を示している。
【００３７】
　このデオドラントスプレー１は、エアゾール容器２、アクチュエータ３、キャップ４を
備えている。
【００３８】
　エアゾール容器２は、有底円筒形に形成され、その開口部にバルブ好ましくは定量バル
ブ２１を装着した構成であり、内部にはデオドラント組成物および噴射剤（圧縮ガスある
いは液化ガス等）が収容されている。
【００３９】
　定量バルブ２１は、１回開くとエアゾール容器２内のデオドラント組成物を一定量だけ
排出するものである。
【００４０】
　この定量バルブ２１は、公知の構成であるので詳細な説明を割愛するが、図１０および
図１１に示すように、マウンテンカップ２１ａ、ハウジング２１ｂ、シールドスリーブ２
１ｃ、ステム２１ｄ、付勢部材としてのコイルスプリング２１ｅ、チューブ２１ｆ、ステ
ムシール２１ｇ、ガスケット２１ｈを備えている。
【００４１】
　この定量バルブ２１は、マウンテンカップ２１ａをエアゾール容器２の開口部側に嵌合
することによって、エアゾール容器２に装着される。
【００４２】
　ステム２１ｄが押し下げられていない自然状態では、ステム２１ｄが圧縮状態とされて
いるコイルスプリング２１ｅの弾性復元力（弾性伸張力）により上方に配置されることに
より閉弁状態になっている。
【００４３】
　このステム２１ｄがコイルスプリング２１ｅの弾性伸張力に抗して押し下げられると、
ハウジング２１ｂ内の定量室２１ｉとステム２１ｄの内部流路（径方向孔２１ｊおよび軸
方向孔２１ｋ）とが連通することになって定量室２１ｉ内の噴射剤の圧力によりデオドラ
ント組成物がステム２１ｄの内部流路（径方向孔２１ｊおよび軸方向孔２１ｋ）を経て外
側に噴射される開弁状態になる。チューブ２１ｆの先端開口は、エアゾール容器２の底面
付近に配置されている。
【００４４】
　そして、前記ステム２１ｄの押し下げが解除されると、コイルスプリング２１ｅの弾性
伸張力とエアゾール容器２内の噴射剤の圧力とでもってエアゾール容器２内のデオドラン
ト組成物および噴射剤が定量室２１ｉに充填されるようになる。
【００４５】
　アクチュエータ３は、ノズル３１、操作レバー３２を含む。
【００４６】
　ノズル３１は、エアゾール容器２内のデオドラント組成物を当該エアゾール容器２の中
心軸線１００に沿わせて外向きに噴射するものであって、定量バルブ２１のステム２１ｄ
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に取り付けられる。
【００４７】
　このノズル３１は、ノズルボディ３１ａに突出管３１ｂを設けた構成である。ノズルボ
ディ３１ａは、円形天井部３１ｃの上方に膨出部３１ｄが一体に形成されていて、円形天
井部３１ｃの下方に垂下筒部３１ｅが一体に形成された構成である。
【００４８】
　この膨出部３１ｄは、平面視ダルマ形状に形成されており、その長手方向内端側の小径
半円部分の曲率中心が前記円形天井部３１ｃの中心つまりノズルボディ３１ａの中心２０
０に合致するように配置されていて、長手方向外端側の大径半円部分の曲率中心が前記円
形天井部３１ｃの外周面寄りに偏って配置されている。
【００４９】
　そして、突出管３１ｂは、図４および図６に示すように、膨出部３１ｄの大径半円部分
の上方に一体に形成されている。この突出管３１ｂの中心３００は、前記円形天井部３１
ｃの中心つまりノズルボディ３１ａの中心２００に対して所定寸法Ｌ偏って配置されてい
る。このようにオフセットしている場合には、下記指掛け操作部３２ｂに対する指の引っ
掛け代を可及的に大きく確保することが可能になる。
【００５０】
　円形天井部３１ｃおよび膨出部３１ｄに跨る領域には、定量バルブ２１のステム２１ｄ
が差し込まれる差込孔３１ｆが設けられている。この差込孔３１ｆは、突出管３１ｂの内
孔３１ｇと連通されている。
【００５１】
　突出管３１ｂの内孔３１ｇの内部にはセンターポスト３３が配置されており、この突出
管３１ｂの上端開口には噴口部材３４が配置されている。そして、ステム２１ｄの内部流
路（径方向孔２１ｊおよび軸方向孔２１ｋ）は、ノズルボディ３１ａの差込孔３１ｆから
突出管３１ｂとセンターポスト３３との間の環状隙間を経て噴口部材３４の噴口に連通す
るようになっている。
【００５２】
　操作レバー３２は、指引き操作を受けることによりノズル３１およびステム２１ｄをエ
アゾール容器２の底側へ押し下げるものであって、円筒ケース３２ａ、指掛け操作部３２
ｂを備えている。
【００５３】
　円筒ケース３２ａは、上半分に小径筒部３２ｃが、また、下半分に大径筒部３２ｄがそ
れぞれ形成されており、大径筒部３２ｄがエアゾール容器２の外周面において開口部側に
被せられる。小径筒部３２ｃの外周面にキャップ４が摺動可能に嵌合され、また、小径筒
部３２ｃの内周面にノズルボディ３１ａの垂下筒部３１ｅが摺動可能に嵌合されている。
【００５４】
　指掛け操作部３２ｂは、板状部材からなり、突出管３１ｂが挿通される平面視ほぼ楕円
形の孔３２ｅが設けられている。この指掛け操作部３２ｂは、円筒ケース３２ａの外側開
口（小径側開口）にそれを覆うように配置されていて、円筒ケース３２ａの外側開口の円
周方向１ヶ所に連結された状態で当該連結部分（インテグラルヒンジ部３２ｆと言う）を
支点としてエアゾール容器２の中心軸線１００に沿って底側へ傾動可能に支持されている
。
【００５５】
　この指掛け操作部３２ｂの内面（下面）には、当該指掛け操作部３２ｂの傾動時にノズ
ルボディ３１ａにステム２１ｄを押し下げるための押圧力を付与する押圧部３２ｇが設け
られている。この押圧部３２ｇは、図４に示すように、板状部材からなる指掛け操作部３
２ｂにおいて孔３２ｅの両側に１つずつ設けられている。
【００５６】
　さらに、前記板状部材からなる指掛け操作部３２ｂの外面（上面）は、インテグラルヒ
ンジ部３２ｆ側と１８０度対向する側（自由端側と言う）が操作レバー３２の円筒ケース
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３２ａの外側開口から離れるように斜め上向きに傾斜されている。
【００５７】
　ところで、前記エアゾール容器２内に充填される前記デオドラント組成物は、デオドラ
ント効果を十分に発揮する組成物であれば特に限定されないが、例えば、制汗成分、殺菌
成分、冷感成分等が配合された組成物が挙げられる。
【００５８】
　具体的な制汗成分としては、例えば、塩化アルミニウム、硫酸アルミニウムカリウム、
硫酸アルミニウム、酢酸アルミニウム、クロルヒドロキシアルミニウム、アラントインク
ロルヒドロキシアルミニウム、フェノールスルホン酸アルミニウム、アクリル樹脂被覆ア
ルミニウム末、アラントインジヒドロキシアルミニウム、アルミニウム末、イソステアリ
ン酸アルミニウム、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンアルミニウム、含硫ケイ酸
アルミニウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、酸化アルミニウム、ジミリスチン酸ア
ルミニウム、水酸化アルミニウム、ステアリン酸アルミニウム、ケイ酸アルミニウム、ミ
リスチン酸アルミニウム、硫酸アルミニウムアンモニウム、リン酸ジセチルアルミニウム
等のアルミニウム化合物；パラフェノールスルホン酸亜鉛、硫酸亜鉛、酸化亜鉛、塩化亜
鉛、炭酸亜鉛、グルコン酸亜鉛、ステアリン酸亜鉛、ウンデシレン酸亜鉛、パルミチン酸
亜鉛、ピリチオン亜鉛、ミリスチン酸亜鉛、ラウリン酸亜鉛等の亜鉛化合物；クロルヒド
ロキシジルコニウム、酸化ジルコニウム等のジルコニウム化合物などが挙げられる。
【００５９】
　具体的な殺菌成分としては、例えば、イソプロピルメチルフェノール、グルコン酸クロ
ルヘキシジン、トリクロサン、トリクロロカルバニリド、ハロカルバン、フェノキシエタ
ノール、サリチル酸、サリチル酸ナトリウム、サリチル酸メチル、サリチル酸グリコール
、アセチルサリチル酸等のフェノール誘導体；塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウ
ム、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム等の４級アンモニウム
塩；感光素１０１号、感光素２０１号、感光素４０１号等の感光素；ソルビン酸、ソルビ
ン酸カリウム、塩化アルキルジアミノエチルグリシン液、茶エキス、ヒノキチオールなど
が挙げられる。
【００６０】
　具体的な冷感成分としては、例えば、ｌ－メントール、メンチルグリセリルエーテル、
メンチルラクテート、１－メンチル－３－ヒドロキシブチレート、ｄｌ－カンファ、オイ
ゲノール、メントン、ミント、サリチル酸メンチル、ユーカリ油などが挙げられる。
【００６１】
　また、前記デオドラント組成物には、公知の成分を配合することもできる。例えば、シ
リコーン油、脂肪酸エステル油、不溶性紛体、各種植物抽出物、香料、エタノール、精製
水等を目的に応じて適宜配合することができる。
【００６２】
　一方、前記デオドラント組成物を噴射するための噴射剤としては、特に限定されないが
、液化石油ガス（ＬＰＧ）、ジメチルエーテル（ＤＭＥ）、イソペンタン等の液化ガス、
あるいは窒素ガス、亜酸化窒素ガス、炭酸ガス、圧縮空気等の圧縮ガスなどが挙げられる
。
【００６３】
　なお、前記デオドラント組成物と前記噴射剤とを含む場合、デオドラント組成物中に噴
射剤の一部が溶け込み完全に相溶し均一になっていてもよいし、噴射剤がデオドラント組
成物中に溶け込まずに両者が不均一の状態で存在していてもよい。また、デオドラント組
成物と噴射剤との配合比率も噴射強弱を踏まえ適宜設定することができる。
【００６４】
　次に、デオドラントスプレー１の使用時の動作について説明する。
【００６５】
　指掛け操作部３２ｂの自由端側を使用者が指で変位操作すると、指掛け操作部３２ｂに
よるノズルボディ３１ａがエアゾール容器２の底側へ向けて押し下げられることになる。
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このとき、指掛け操作部３２ｂによるノズルボディ３１ａの押し下げ力は、指掛け操作部
３２ｂによる梃の原理により比較的小さくて済むようになっている。つまり、指掛け操作
部３２ｂにおいて、自由端側が力点、インテグラルヒンジ部３２ｆが支点、押圧部３２ｇ
が作用点となる。さらに、ノズルボディ３１ａの垂下筒部３１ｅが操作レバー３２の円筒
ケース３２ａの小径筒部３２ｃの内周面にガイドされるので、ノズルボディ３１ａがエア
ゾール容器２の中心軸線１００に沿って真っ直ぐな姿勢のまま安定的に変位させられるよ
うになる。
【００６６】
　そして、図８および図９に示すように、指掛け操作部３２ｂの自由端側の下面がノズル
ボディ３１ａの円形天井部３１ｃの上面に当接すると、指掛け操作部３２ｂの押し下げが
停止されることになって、定量バルブ２１が全開状態になる。
【００６７】
　これにより、前記ノズルボディ３１ａと共にステム２１ｄがコイルスプリング２１ｅの
弾性伸張力に抗して押し下げられるので、定量室２１ｉとステム２１ｄの内部流路（径方
向孔２１ｊおよび軸方向孔２１ｋ）とが連通することになって開弁状態になる。
【００６８】
　これにより、定量室２１ｉ内に充填されている噴射剤の圧力でもってデオドラント組成
物がステム２１ｄの内部流路（径方向孔２１ｊおよび軸方向孔２１ｋ）を経て外側に噴射
されるようになる。このデオドラント組成物の噴射方向は、エアゾール容器２の中心軸線
１００と平行となるような向きになる。
【００６９】
　このような特徴構成を有するデオドラントスプレー１において、エアゾール容器２の外
径寸法はφ２０ｍｍ～φ４５ｍｍ、好ましくはφ２０ｍｍ～φ３５ｍｍに設定される。ま
た、エアゾール容器２の全長寸法は、４５ｍｍ～１５０ｍｍ、好ましくは４５ｍｍ～１２
０ｍｍ、より好ましくは４５ｍｍ～１００ｍｍに設定される。さらに、エアゾール容器２
の容量については、５ｍＬ～１５０ｍＬ、好ましくは１０ｍＬ～１００ｍＬ、より好まし
くは１０ｍＬ～６０ｍＬに設定される。
【００７０】
　このように、エアゾール容器２の外径寸法および全長寸法を特定した場合には、例えば
図１０に示すように、当該エアゾール容器２の外周面に使用者が一方の手の親指以外の４
本指（人差し指、中指、薬指、小指）または親指と小指以外の３本指（人差し指、中指、
薬指）を巻き付けるようにしたうえで、前記一方の手の親指をエアゾール容器２の中心軸
線１００に沿わせるようにして指掛け操作部３２ｂの自由端側に引っ掛ける行為が比較的
容易に行えるようになる。
【００７１】
　特に、この実施形態では、板状部材からなる指掛け操作部３２ｂの外面を斜め上向きに
傾斜しているから、エアゾール容器２を親指以外の４本指で握った状態で指掛け操作部３
２ｂに親指を引っ掛けやすくなるとともに、当該指掛け操作部３２ｂを押し下げやすくな
る。これにより、使用者の握力が比較的弱い場合であっても、デオドラント組成物の噴射
操作が比較的容易に行えるようになる。
【００７２】
　このようにエアゾール容器２を持つときの使用者の手の動きは無理な動きにならずに自
然な動きになるので、エアゾール容器２の取り扱いが比較的容易に行えるようになる。
【００７３】
　そして、デオドラントスプレー１を人体の腋に吹き付ける場合においては、エアゾール
容器２のノズル３１を上向きにしてから人体の他方の腕側の腋の下に差し入れて、当該ノ
ズル３１から噴射されるデオドラント組成物を前記腋に向けて吹き付けることが可能にな
る。
【００７４】
　具体的に、まず、図１０に示すように、ノズル３１の突出管３１ｂを上向きにした姿勢
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のエアゾール容器２を前記使用者の一方の腕の親指以外の４本指または親指と小指以外の
３本指で握って肘から下を胴体に対して横切らせるように曲げる一方で、図１１に示すよ
うに、使用者の他方の腕を下げたまま胴体から離して腋の下を開くことにより、当該胴体
の一側と前記他方の腕とを正面視で逆さＶ字形に形付けるようにし、前記他方の腕側の腋
の下にノズル３１の突出管３１ｂを差し入れるようにする。
【００７５】
　このようにしてから、前記一方の腕の親指で指掛け操作部３２ｂを押し下げ操作するこ
とにより、定量バルブ２１を開いてエアゾール容器２内のデオドラント組成物を前記腋に
向けて噴射させるようにする。
【００７６】
　このように、デオドラントスプレー１を使用するにあたって、要するに、使用者の前記
他方の腕を下げたまま、つまり肩より上に持ち上げずに腋を少し開いた状態にしておいて
、当該使用者の前記一方腕の手でエアゾール容器２を握って、定量バルブ２１を前記他方
の腕側の腋の下から差し入れるようにして、指掛け操作部３２ｂを前記一方の手の親指で
押し下げ操作するようにしている。
【００７７】
　この様な使用の過程では、使用者が両方の腕および手を無理に動かすことなく自然な状
態で動かすことにより、エアゾール容器２を前記他方の手の前記４本指または前記３本指
で包むように握ることが可能になるとともに、デオドラント組成物の噴射先を使用者の一
方腕側の腋へ向けやすくなる。
【００７８】
　このようなことから、一方腕を肩より上に持ち上げてデオドラントスプレー１を使用す
る場合に比べると、デオドラントスプレー１を使用する行為を容易に行えるようになると
ともに、恥ずかしくなりにくいので、人目を気にすることなく使用しやすくなる。
【００７９】
　なお、本発明は、上記実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲内およ
び当該範囲と均等の範囲内で適宜に変更することが可能である。
【００８０】
　例えば図１４に示す実施形態では、エアゾール容器２の外径寸法を例えばφ３５ｍｍと
上記実施形態よりも大きくしている。
【００８１】
　そして、アクチュエータ３の操作レバー３２の円筒ケース３２ａにおける大径筒部３２
ｄ（エアゾール容器２に対する嵌合部分）の外径寸法を上記実施形態よりも大きくし、キ
ャップ４の天井部分を半球形状にしている。
【００８２】
　この実施形態においても、上記実施形態と同様の作用、効果を得ることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明は、エアゾール容器内に充填されたデオドラント組成物を噴射するためのデオド
ラントスプレーならびにデオドラントスプレーの使用方法に好適に利用することが可能で
ある。
【符号の説明】
【００８４】
　　　１　デオドラントスプレー
　　　　　２　エアゾール容器
　　　　　　　２１　定量バルブ
　　　　　３　アクチュエータ
　　　　　　　３１　ノズル
　　　　　　　　　　３１ａ　ノズルボディ
　　　　　　　　　　３１ｂ　突出管
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　　　　　　　　　　３１ｆ　差込孔
　　　　　　　　　　３１ｇ　内孔
　　　　　　　３２　操作レバー
　　　　　　　　　　３２ａ　円筒ケース
　　　　　　　　　　３２ｂ　指掛け操作部
　　　　　　　　　　３２ｆ　インテグラルヒンジ部
　　　　　　　　　　３２ｇ　押圧部
　　　　　　　３３　センターポスト
　　　　　　　３４　噴口部材
　　　　　４　キャップ
　　１００　エアゾール容器の中心軸線
　　２００　ノズルボディの中心
　　３００　突出管の中心

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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