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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロール状に保持したウェブ材料の選択部分を切断するための容器であって、
　ウェブ材料のロールを内部に有するディスペンサと、
　ディスペンサ上に位置決めされ、カッタートラックと剪断用デバイスとを含むカッター
アセンブリと、
　ディスペンサ上に位置決めされ、該ディスペンサの各端部を包囲する端部キャップにし
て、カッタートラックの輪郭形状に実質的に相当する戻止めと、ディスペンサの輪郭形状
に実質的に相当する溝と、ロール状のウェブ材料を受けるための突起とを含む成型材料を
含む端部キャップと、
　を含み、
　ウェブ材料の選択部分が、ディスペンサから取り出され、カッターアセンブリを使用し
て切断されるようにした容器。
【請求項２】
　ディスペンサが実質的に円形の輪郭形状を有する請求項１の容器。
【請求項３】
　ディスペンサが実質的に透明プラスチックを含む請求項１の容器。
【請求項４】
　ディスペンサがプラスチックの厚い壁を含む請求項３の容器。
【請求項５】
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　ディスペンサが伸長性を有する請求項１の容器。
【請求項６】
　ディスペンサがその側壁の一部分に細長開口を有し、該細長開口に隣り合って位置決め
した取り外し自在のタブを含んでいる請求項１の容器。
【請求項７】
　端部キャップが実質的に四角形の輪郭を有している請求項１の容器。
【請求項８】
　端部キャップが弾発式のぺーパーホルダを含んでいる請求項１の容器。
【請求項９】
　端部キャップがディスペンサの切り欠きと係合自在のリブを含んでいる請求項１の容器
。
【請求項１０】
　カッタートラックがディスペンサに接着固定される請求項１の容器。
【請求項１１】
　剪断用デバイスが、カッタートラックに沿って細長開口の長さに渡り移動自在である請
求項６の容器。
【請求項１２】
　剪断用デバイスが少なくとも２つの鋭い縁部を含んでいる請求項１１の容器。
【請求項１３】
　端部キャップが、カッタートラックの軌道の輪郭形状に実質的に相当するカッタートラ
ックホルダを有し、カッタートラックが、端部キャップのカッタートラックホルダと係合
し、該係合が、カッタートラックのディスペンサに関する位置を固定するようになってい
る請求項１１の容器。
【請求項１４】
　カッタートラックが、耐衝撃性ポリスチレン上に同時押し出し成型したスチレンベース
のエラストマーを含んでいる請求項１の容器。
【請求項１５】
　カッタートラックが、返し付きの端部を少なくとも１つ含み、端部キャップの一方が少
なくとも１つの切り欠きを含み、端部キャップの他方が少なくとも１つの切り欠きを含み
、カッタートラックが、前記返し付きの端部が端部キャップの、ディスペンサとは反対側
の側部に位置決めされる状態で、前記一方の端部キャップの前記少なくとも１つの切り欠
き及び前記他方の端部キャップの前記少なくとも１つの切り欠き内に入れ子収納されるよ
うに位置決めされる請求項１１の容器。
【請求項１６】
　ディスペンサの輪郭形状部分と端部キャップの溝とが摩擦締まり嵌めにより係合する請
求項１の容器。
【請求項１７】
　端部キャップがリブを含み、ディスペンサが、細長開口に近接して位置決めした少なく
とも１つの切り欠きを含み、端部キャップのリブが該少なくとも１つの切り欠きと係合し
て端部キャップに関するディスペンサの位置を固定するようになっている請求項６の容器
。
【請求項１８】
　２つ以上の端部キャップが相互に結合される請求項１の容器。
【請求項１９】
　端部キャップがほぞ継ぎ式のコネクタを含み、該ほぞ継ぎ式のコネクタを介して２つ以
上の端部キャップが結合される請求項１８の容器。
【請求項２０】
　ウェブ材料が、ギフト用包装紙、装飾性のホイル、アルミホイル、あるいはプラスチッ
クラップ、の１つ以上を含んでいる請求項１の容器。
【請求項２１】
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　容器が弾発式のペーパーホルダを更に含む請求項１の容器。
【請求項２２】
　端部キャップがワンピースの成型部品の一部を含んでいる請求項１の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はウェブ材料、例えば、プラスチックフィルム、ワックスペーパー、ギフト用包
装紙、等のためのディスペンサに関し、詳しくは、容器の横方向の各端部を形成する、脱
着自在の、成型した端部キャップを有する非矩形の容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェブ材料を分与するための様々な容器が知られている。それらの容器の多くは、容器
から分与されたウェブ材料を切断する手段として、露出された鋸歯状縁部を用いている。
この鋸歯状縁部には幾つかの欠点がある。例えば、露出された鋭い鋸歯状の縁部は、容器
のユーザーあるいはこの縁部に触れた他の材料を誤って切断する恐れがある。また、ユー
ザーはウェブ材料を一方の手で掴み、鋸歯状の縁部と係合させ、他方の手で容器を保持し
なくてはならない。こうした使いづらい配列により、ウェブ材料がうまく切れなかったり
、ウェブ材料が重なったりするといったことが起こり得る。
　幾つかの既知の容器には、鋸歯状の縁部の使用に関連する問題を解決するためにガイド
トラック付きのカッターアセンブリが含まれる。こうした容器には独自の問題がある。例
えば、こうした容器の多くではユーザーが接着剤を使用してカッターアセンブリを容器に
配置する必要があり、切断要素を配置する位置がずれると材料が切れにくくなってしまう
。販売に先立って製造業者が容器にカッターアセンブリを取付けることもできるが、取り
付けたカッターアセンブリが輸送あるいは保管中に容器から脱落する可能性もある。更に
は、既知の切断センブリでは、切断デバイスがカッターアセンブリから外れないようにす
るための、例えば、クリップ、ストッパその他を設けたガイドトラックの様な手段を設け
る必要があるが、こうした手段は容器の製造を一層複雑化しコストを増大させる。
　幾つかの既知の容器の別の問題は、容器内のウェブ材料のロールを固定しつつ、このロ
ールの回転を許容させるための手段が無いことである。ロールを固定する手段が無いと、
ユーザーはウェブ材料の一部を切断しようとする場合に、注意していないと容器からロー
ルを引き出してしまう恐れがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ウェブ材料を分与するための改良された容器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、ロール状に保持したウェブ材料の選択部分を切断するための容器であ
って、ウェブ材料のロールを内部に有するディスペンサと、ディスペンサ上に位置決めさ
れ、カッタートラックと剪断用デバイスとを含むカッターアセンブリと、ディスペンサ上
に位置決めされ、該ディスペンサの各端部を包囲する端部キャップにして、カッタートラ
ックの輪郭形状に実質的に相当する戻止めと、ディスペンサの輪郭形状に実質的に相当す
る溝と、ロール状のウェブ材料を受けるための突起とを含む成型材料を含む端部キャップ
と、を含み、ウェブ材料の選択部分が、ディスペンサから取り出され、カッターアセンブ
リを使用して切断されるようにした容器が提供される。
　本発明の追加的な特徴には、ディスペンサ、カッターアセンブリ、端部キャップの変形
形態が含まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　同じ参照番号は同じ要素を示す図面を参照するに、ロール状の、例えば、ホイル、プラ
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スチックラップ、ワックスペーパー、ギフト用包装紙などのウェブ材料を貯蔵及び分与す
るための容器の様々な実施例が示される。図１Ａに例示する容器は全体を番号１０で示さ
れ、ディスペンサ１２と、端部キャップ１４、１６と、カッターアセンブリ１８と、ウェ
ブ材料２８の中空ロール３０とを含んでいる。ディスペンサ１２は、細長開口２０と、孔
開けストリップ２２と、打ち抜きタブ２１とを含み、端部キャップ１４、１６はディスペ
ンサホルダ３８と、ロール支持体４０と、カッタートラックホルダ４８とを含み、カッタ
ーアセンブリ１８は、カッタートラック２４と、剪断用デバイス２６とを含む。
【０００６】
　操作に際し、ウェブ材料２８が、ディスペンサ１２の内部に位置決めした中空ロール３
０上に保持される。中空ロール３０は、端部キャップ１４、１６上に形成したロール支持
体４０上で容易に回転するように支持される。ウェブ材料２８の一部分が細長開口２０を
通して引き出され、カッターアセンブリ１８のカッタートラック２４上に配置される。剪
断用デバイス２６がカッタートラック２４に沿って横断方向に案内されるとウェブ材料２
８がその縁部方向に切断される。
【０００７】
　ディスペンサ１２は、例えば重ね合わせた紙素材、厚紙あるいはプラスチックといった
、実質的に剛性の材料から作製され得る。ディスペンサ１２は、１２ｐｔあるいはもっと
薄い２枚の材料から作製する。材料をもっと厚くすれば製造費用は増大するが容器の再使
用が可能となり、一方、材料をもっと薄くすると製造費用は安価となるが、好適に使用で
きるのは一回使用（つまり使い捨て）容器としてのみとなろう。
【０００８】
　ディスペンサ１２を透明化し、ユーザーがディスペンサ１２の内部のウェブ材料２８を
見えるようにすることが可能である。透明なディスペンサ１２は、ユーザーが、ウェブ材
料２８の柄や色その他の視覚的な品質を見たい場合には有益である。透明なディスペンサ
１２の場合、ユーザーは、例えば花柄、あるいは“Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ”メッ
セージの大きなサンプルを、ディスペンサ１２からウェブ材料２８を取り出す前に見るこ
とができる。更には、透明なディスペンサ１２では、ユーザーはディスペンサ１２から取
り出したウェブ材料２８の分量を見ることができるので、残りのウェブ材料２８で可能な
被覆量を測ったりロールの交換時期を知ることができる。
【０００９】
　ディスペンサ１２の外側に装飾を施せば本発明の市場性を高めること及びあるいはディ
スペンサ１２に納めたウェブ材料の形式の識別をずっと容易化することが可能である。例
えば、クリスマスギフトの包装紙の場合、ディスペンサ１２はクリスマスツリーや雪だる
まの装飾模様を含み得、あるいはディスペンサ１２は緑や赤に着色され得る。また例えば
、ホイル、プラスチックラップ、あるいはその他のキッチン用のウェブ材料では、ディス
ペンサ１２はキッチンの内装を補完するような装飾模様を含み得る。
【００１０】
　ディスペンサ１２は、中空ロール状のウェブ材料３０を受け入れ可能であれば任意の形
状のものを含み得る。かくして、ディスペンサは最小限、ウェブ材料のロールを格納可能
な領域を含むべきである。ディスペンサは図１Ａに示すような管形状（即ち、円筒状の胴
部を有する）であることが好ましい。ディスペンサは、例えば、図９Ａ及び図９Ｂに示す
実施例のように胴部が正しい円形輪郭あるいは円形断面を持たない、半円筒形状のもので
あり得る。ディスペンサは、矩形、卵形、あるいはその他幾つかの幾何学的あるいは非幾
何学的形状を有し得る。
【００１１】
　カッターアセンブリ１８はカッタートラック２４と剪断用デバイス２６とを有する。カ
ッタートラック２４は剪断用デバイス２６を案内するためのレール２５を有する。カッタ
ートラック２４は、同時押し出し成型法によって製造することで、実質的に剛性の全体構
成と、レール２５における粘性とを与えることが好ましい。例えば、カッタートラック２
４を、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）上に同時押し出し成型したスチレンベースのエ
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ラストマー、硬質ポリ塩化ビニル上に同時押し出し成型した可塑化ポリ塩化ビニル（ＰＶ
Ｃ）、硬質ＨＩＰＳ上に同時押し出し成型したタクチファイド（ｔａｃｔｉｆｉｅｄ）Ｈ
ＩＰＳ若しくはその他の類似構造のものから作製することができる。その他のゴム、エラ
ストマー、そしてプラスチックを使用することも考えられる。あるいは、カッタートラッ
ク２４を接着性を有する材料でコーティングすることもできる。ウェブ材料に接着性があ
るとウェブ材料はカッタートラック２４に一時的に固定されるので剪断用デバイス２６を
用いた切断も容易化される。
【００１２】
　剪断用デバイス２６はカッタートラック２４内に入れ子収納され、一旦カッタートラッ
ク２４と係合すると剪断用デバイス２６を摺動させてこのカッタートラック２４の一方の
端部から外に出すことによってのみ取り外すことができる。剪断用デバイス２６は上方部
分３４と剪断部分３６とを有し、上方部分３４はプラスチック若しくはその他の剛性材料
から製造し得、また、ユーザーの指を受ける輪郭を形成することでカッタートラック２４
に沿った移動を容易化させることができる。剪断部分３６はプラスチックあるいは金属製
の切断ブレードの形態のものであり得る。また、剪断部分３６はカッタートラックに沿っ
た何れの方向にも切断可能なブレード（即ち、両刃ブレード）を有し得る。
　操作に際し、ウェブ材料の一部分をディスペンサ１２から取り出し、カッタートラック
２４の上面を横断して配置する。次いで、ユーザーは剪断用デバイス２６の上方部分３４
をカッタートラック２４に沿って移動させ、剪断部分３６によりウェブ材料３０の一部を
ロールから切り離す。
【００１３】
　カッターアセンブリ１８は、図１Ａの実施例ではディスペンサ１２に接着取り付けした
孔開けストリップ２２を除去し、かくして露呈状態で示す細長開口２０に隣り合って配置
するのが好ましい。打ち抜きタブ２１は孔開けストリップ２２を除去する際の補助を提供
する。打ち抜きタブ２１はまた、ユーザーがウェブ材料を掴むことのできる広い面積部分
をも提供する。ディスペンサは、細長開口２０を設け、孔開けストリップ２２及び打ち抜
きタブ２１は設けずに製造され得る。例えば、プラスチックが細長開口に相当する部分に
充填されないようにすることにより、プラスチック製のディスペンサ用の型を使用して細
長開口を設けることができる。
【００１４】
　端部キャップ１４、１６に関するカッターアセンブリ１８の位置は、端部キャップ１４
、１６の角部１４Ｃ、１６Ｃの一方に相当する円周方向位置（図１Ａ参照）、あるいは端
部キャップ１４、１６の縁部の一方に沿った位置（図示せず）である。
　カッターアセンブリ１８は、以下に説明するように、端部キャップ１４、１６のカッタ
ートラックホルダ４８と係合させることにより容器１０の内部に固定することが好ましい
。あるいはカッターアセンブリ１８を、ディスペンサ１２の外側に接着させることができ
る。
【００１５】
　容器１０は更に、ディスペンサ１２の各端部を閉じる端部キャップ１４、１６を含む。
図１Ａに示すように、これらの端部キャップは、実質的に四角い外側輪郭を有し得る。“
実質的に四角い輪郭”には、直角に交わる等しい４辺を持つ輪郭が含まれる。“実質的に
四角い輪郭”には、例えば、丸い角部及びあるいは、正確には不等長の側辺を持つ輪郭も
含まれる。“実質的に四角い輪郭”を、円周方向に位置付けたカッターアセンブリと組み
合わせることで、容器を一様な態様下に積み重ねる、即ち、カッターアセンブリがディス
ペンサの包装及びあるいは展示に支障を来さない状態下に積み重ねることが出来るように
なる。
【００１６】
　図１Ｂには図１Ａの容器１０が示され、ディスペンサ１２の胴部とカッターアセンブリ
１８とを包囲する保護スリーブ１２Ａを有している。保護スリーブ１２Ａは、端部キャッ
プ１４、１６の周囲に合致するあるいはそうでなければ固定するようなものとされる。宣
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伝その他の表示をこの保護スリーブ１２Ａの壁に含ませることができる。保護スリーブは
着脱自在とし得、あるいはウェブ材料やカッターアセンブリへのアクセスを提供する開口
を有し得る。
　端部キャップ１４、１６はプラスチックのような材料から成型するのが好ましい。図２
Ａに示すように、端部キャップ１４の成型形態には、ディスペンサ１２を受けるための手
段と、中空のロール３０を受けるための手段と、カッターアセンブリ１８を受けるための
手段とが含まれ得る。
【００１７】
　図２Ｂには端部キャップ１４の裏側（即ち、ディスペンサとは反対側）が示される。別
の実施例ではこの端部キャップは、その各側が図２Ａに示すようなものとして形成され得
る。つまり端部キャップの各側に、ディスペンサを受けるための手段と、中空のロールを
受けるための手段と、カッターアセンブリを受けるための手段とが含まれ得る。この２端
部形式の別態様によれば、例えば、３つの端部キャップで２つのディスペンサを支持させ
ることが可能となる。この場合、第１の端部キャップと第２の端部キャップとが第１のデ
ィスペンサを支え、第２の端部キャップが２端部式のものとされ、第２の端部キャップと
第３の端部キャップとが第２のディスペンサを支える。２つのディスペンサは３つの端部
キャップによってのみ支持される同一の軸線に沿って配置される。
【００１８】
　ディスペンサを受けるための手段は好ましくはディスペンサホルダあるいは成型溝３８
を含む。成型溝３８は、ディスペンサの輪郭形状に実質的に相当し、例えば、図１Ａに示
す管状のディスペンサ１２（及びディスペンサの円形輪郭）に実質的に相当する、図２Ａ
に示すようなものである。ディスペンサ１２は成型溝３８に挿通され、摩擦による締まり
嵌めにより然るべく保持される。
【００１９】
　図３Ａ及び図３Ｂには、ウェブ材料をディスペンサの外側に固定するための、端部キャ
ップが弾発式であるペーパーホルダ７８を含む固定手段の別態様が例示される。ペーパー
ホルダ７８は端部キャップ３１４に一体成形され、あるいはバネヒンジ、若しくは類似手
段によりに取り付け得る。ペーパーホルダ７８はヒンジ強度を大きくする曲率を有するこ
とが好ましい。図３Ａにはペーパーホルダが開いた状態が示され、図３Ｂにはペーパーホ
ルダ７８が閉じた状態が示される。操作に際し、ユーザーは、ウェブ材料を固定（例えば
切断あるいは貯蔵のために）させるまでペーパーホルダ７８を開いたままに保持する。ユ
ーザーがペーパーホルダ７８を開いた状態から閉じた状態とするとウェブ材料はディスペ
ンサに押し当てられ捕捉される。ペーパーホルダ７８は、ウェブ材料が完全に動かないよ
うに、あるいは部分的にのみ動くように調整することができる。ペーパーホルダ７８は両
方の端部キャップに使用する、あるは端部キャップの一方にのみ使用することが好ましい
。
【００２０】
　ディスペンサを受けるための別の手段では、図４に示すような相互錠止するバヨネット
カップリングが使用される。円筒形状のディスペンサ２１２が、端部キャップ２１６の雄
側バヨネット形態部２９２と係合する雌側バヨネット形態部２９０を含んでいる。相互錠
止式のカップリングは、ユーザーがディスペンサからウェブ材料を引き出す際にカップリ
ングが外れるのではなくむしろ一層固定されるように配向される。相互錠止するバヨネッ
ト形態部は、ディスペンサ２１２と端部キャップ２１４、２１６との係合の安定性を向上
させる。
【００２１】
　図１に示されるように、中空のロールを受けるための手段は、端部キャップが様々な内
径の中空のロールを受けることが出来るよう、テーパ付けした成型突起の形態を有するロ
ール支持体４０を含むことが好ましい。操作に際し、ロール支持体４０はロールの中空部
分内に伸延される。ロールの内面の一部分がこのロール支持体４０上に載置され、かくし
てロール支持体４０を中心とするロールの回転が許容され、他方、同時に、ロールが比較
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的固定した位置に固定される（即ち、有意の横方向移動が防止される）。
【００２２】
　図１、図２Ａ、図２Ｂに示されるように、カッターアセンブリ１８を受けるための手段
は、カッタートラック２４を受けるカッタートラックホルダ４８を含むことが好ましい。
カッタートラックホルダ４８は、端部キャップの壁の開口あるいは長孔、若しくは、カッ
タートラック２４の輪郭形状に実質的に相当する形態とした戻止めを含み得る。例えば台
形輪郭を有するカッタートラックのためには、カッタートラックホルダは台形、四角形、
矩形あるいはその他の、台形形状を正しく受ける形状のものであり得る。カッターアセン
ブリとカッタートラックホルダとが係合すると、カッタートラック２４はディスペンサ１
２に隣り合って固定される。この係合により、カッタートラック２４は接着剤その他を使
用することなくディスペンサ１２に隣り合って固定され得る。しかしながらカッタートラ
ック２４は、ディスペンサとカッターアセンブリとを組み合わせた構造とほぼ合致するよ
うに端部キャップ上に位置決めしたホルダを使用しても、チューブ状のディスペンサに固
定され得る。
【００２３】
　カッタートラックホルダ４８とカッタートラック２４とが係合するとカッタートラック
２４内で剪断用デバイス２６も固定される。剪断用デバイス２６をカッタートラック２４
内に配置し、カッタートラック２４を端部キャップ１４、１６のカッタートラックホルダ
４８と係合させると、剪断用デバイス２６は一方の端部キャップを取り外すことによって
のみ、取り外すことが可能となる。この設計形状により、カッタートラック２４をストッ
パ、クリンプその他の、カッタートラック２４内に剪断用デバイス２６を維持するための
手段を設けることなく製造可能となり、かくして製造コスト並びに製造上の複雑さが低減
される。
【００２４】
　カッタートラック２４は、端部キャップ１４、１６をディスペンサ１２に取り付ける際
にこれらの端部キャップと係合され得る。あるいは、カッタートラック２４を、ディスペ
ンサ１２に端部キャップ１４、１６を係合させてからこれら端部キャップと係合させるこ
とができる。後者の場合、カッタートラック２４の一端を端部キャップ１４のカッタート
ラックホルダ４８内に挿通させ得る。次いで、カッタートラック２４を中央位置で弓状に
曲げ、カッタートラック２４の他端が端部キャップ１６のカッタートラックホルダ４８内
に挿通されるようにする。容器１０を組み立てると、端部キャップ１４、１６の、ディス
ペンサ１２に関する回転が固定され、結局、カッターアセンブリ１８に関する回転が固定
される。
【００２５】
　図５には別態様の容器が示され、ディスペンサ５１２が各側に切り欠き５０を含み、端
部キャップ５１４（図５では一方のみが示される）が、外側に伸延するリブ５５２を有し
ている。各切り欠きは細長開口５２０に隣り合って位置決めされる。各リブ５５２はカッ
タートラックホルダ５４８と端部キャップ角部５１４ｃとに近接して位置決めされる。各
リブ５５２は、ディスペンサ５１２の方向を固定するようにして各切り欠きと係合される
。この固定された方向においてカッターアセンブリがカッタートラックホルダ５４８と係
合すると、細長開口５２０はカッターアセンブリ（図示せず）に近接して位置決めされる
。
【００２６】
　図５には、ディスペンサを伸張させ、本来、容器をギフト用包装紙のような、長さの異
なる中空のロール状のウェブ材料と共に使用可能とした状況が例示される。例えば、ユー
ザーは非常に長い中空ロール状態のギフト用包装紙を購入することができる。伸張式のデ
ィスペンサ５１２を使用することにより、ユーザーはディスペンサユニットをロールの長
さに合うまで引き延ばすことができる。本実施例では、ユーザーが次ぎに標準よりもずっ
と短いギフト用包装紙を購入しても、ユーザーは新しい容器を購入する必要がない。そう
ではなく、ユーザーは引き延ばしたディスペンサを単にこの短い中空ロールに合うまで引
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き込めれば良い。本実施例の好ましい構造ではディスペンサとカッタートラックとが共に
伸張されるが、伸張式のディスペンサを非伸長式のカッタートラックと、あるいは非伸長
式のディスペンサを伸張式のカッタートラックと共に使用することができる。
【００２７】
　図６Ａにはカッターアセンブリを受けるための別の手段が示され、カッタートラック４
２４が、端部キャップ４１４の長孔４６に係合する返し付き端部４４を含んでいる。カッ
タートラック４２４が、このカッタートラック４２４の返し付き端部４４が端部キャップ
４１４の、ディスペンサ（図６Ａには示されない）とは反対側にぴったりと接触して位置
決めされる状態で長孔４６に入れ子収納される。返し付き端部がぴったりと嵌合すること
でカッタートラック４２４が端部キャップ４１４内に実質的に錠止され、またカッタート
ラック４２４がディスペンサの外側面に隣り合って好ましく固定される。
【００２８】
　端部キャップは何れの実施例においても着脱自在であることが好ましいが、一方あるい
は両方の端部キャップをディスペンサと恒久的に係合させることもできる。端部キャップ
の恒久的な係合は接着剤を使用して達成し得、またそうした恒久的な係合は、ウェブ材料
のロールを交換する必要のない一回使用容器のために最も有益である。
【００２９】
　図６Ｂには端部キャップの更に他の設計形状が示され、端部キャップ６１４の内側に位
置決めした表面に第１突起６４４が形成されている。例示されるように、この第１突起６
４４に直径位置で対向する角部には第２突起６４４ａが形成される。第１及び第２の各突
起の何れかは、図６Ｂには示されないカッタートラックにより形成される溝内に嵌入され
、このカッタートラックを然るべく錠止する。カッタートラックがディスペンサに固定さ
れると（図１Ａ参照）ディスペンサもまた端部キャップ６１４に関して錠止される。
【００３０】
　図７には容器の別の実施例が示され、２つのディスペンサがツインパック６１０の形態
を構成している。ツインパック６１０は２つのディスペンサ１２ａ、２ｂと、これらの２
つのディスペンサ１２ａ、２ｂと係合する２つのカッターアセンブリ１８ａ、１８ｂと、
２つの端部キャップ６１４、６１６とを含んでいる。２つの端部キャップ６１４、６１６
は、図示されるように単一の成型部品で作製され、例えば図１Ａ、２Ａ、２Ｂに示される
個別の端部キャップ１４、１６と同じ特徴を有している。かくして、ツインパック形の実
施例では２つのディスペンサ１２ａ、１２ｂ、２つのウェブ材料２８ａ、２８ｂの各中空
ロール３０ａ、３０ｂ、２つのカッターアセンブリ１８ａ、１８ｂと夫々係合する形態と
される。２つのディスペンサ１２ａ、１２ｂは、ディスペンサ１２ａの内部のウェブ材料
２８ａが、ディスペンサ１２ｂから分与されるウェブ材料２８ｂとは反対方向に分与され
るように配向される。ツインパック形式の容器の各ディスペンサは、異なる形式のウェブ
材料を収納するために使用することができる。例えば、ディスペンサ１２ａがプラスチッ
クラップのウェブ材料２８ａを収納し、ディスペンサ１２ｂがアルミホイルのウェブ材料
２８ｂを収納し得る。他の実施例ではディスペンサ１２ａが誕生日ギフト用のラップのウ
ェブ材料２８ａを収納し、ディスペンサ１２ｂが休日ギフト用ラップのウェブ材料２８ｂ
を収納し得る。
【００３１】
　図７に例示する実施例は、ウェブ材料をディスペンサ１２ｂの外側に押し付けて捕捉し
、ウェブ材料の切断及びあるいは貯蔵時にウェブ材料を不動化するホルダ７４を更に含む
。ユーザーは細長開口を通してウェブ材料を引き出し、次いでホルダ７４の弾発部片７５
を端部キャップ６１４、６１６の状縁部を覆って配置する。これにより捕捉用部片７６が
ウェブ材料２８ｂをディスペンサ１２ｂに押し付ける。この捕捉用部片７６がウェブ材料
に行使する圧力は、ウェブ材料が完全にあるいは部分的にのみ不動化され得るように調整
することができる。ここで、部分的にのみ不動化されるとは、ウェブ材料が切断及び貯蔵
時に実質的に固定されるが、尚、ディスペンサとホルダ７４との間で引き出され得るよう
なものであることを意味するものとする。



(9) JP 4060842 B2 2008.3.12

10

20

30

40

50

【００３２】
　図８にはツインパック形式の容器実施例の別態様が示され、２つの端部キャップがほぞ
継ぎ式コネクタにより結合されている。例示されるように、端部キャップ７１６ａは端部
キャップ７１６ｂと、雄部材（舌部）５４ａ及び雌部材（溝）５６ｂが相互錠止すること
により係合される。端部キャップ７１６は、単一の雄部材５４のみを設け、あるいは単一
の雌部材５６のみを設ける状態で製造することができる。例えば、端部キャップ７１６ａ
に雄部材５４ａを設け、その反対側の表面には雌部材５６ａを設けず、端部キャップ７１
６ｂに雌部材５６ｂを設け、その反対側表面に雄部材５４ｂを設けないようにすることが
できる。あるいは、各端部キャップに２つの雄部材５４あるいは２つの雌部材５６を設け
ることも可能である。
【００３３】
　端部キャップ７１６ａ及び７１６ｂのための別の係合手段は、係合面５８に固定した接
着剤、あるいはフックアンドループ式ファスナである。追加の端部キャップは、それらの
係合手段、若しくは、３パック、４パック形式の容器を創出するための手段の何れかによ
り係合され得る。
　図９Ａ、９Ｂ、９Ｃには、半円形あるいはＧ字形状の管状のディスペンサ６０を含む容
器実施例が示される。端部キャップ８１４はディスペンサ６０の輪郭を収受する溝を含む
。端部キャップ８１４にはカッターアセンブリ１８を受けるための長孔あるいは戻止めも
設けられる。ディスペンサ６０の輪郭に形成される開口６２が、管８０の内部に位置決め
されたウェブ材料２８へのアクセスを提供する。開口６２は、ユーザーがディスペンサ６
０の内部からウェブ材料２８を引き出せるような形態のものとされる。この実施例ではカ
ッターアセンブリ１８は開口６２に近接して位置決めされ、開口６２を通してのウェブ材
料２８の引き出しと、カッターアセンブリ１８による切断とを容易化している。
【００３４】
　図９Ｂではカッターアセンブリ１８はディスペンサ６０の開口６２に近接する位置で外
側表面に固定されている。開口６２は、カッターアセンブリ１８の、概略トラック部分の
高さに形成される。これにより、ウェブ材料２８を開口の外側に引き出し、切断のために
カッターアセンブリ上に位置決めする際の移動が容易化され得る。
【００３５】
　図９Ｃではカッターアセンブリ１８はディスペンサ６０の内側縁部位置に、開口６２に
近接して固定されている。ディスペンサ６０をその端部キャップ（例えば図９Ａの端部キ
ャップ８１４）位置で充分に撓ませると、ディスペンサの内側縁部がウェブ材料２８の表
面上に載置される。この操作は、ウェブ材料に抵抗を生じさせてロールの回転を防止する
ために使用され得る。
【００３６】
　図１０Ａ及び１０Ｂには別の実施例が例示され、ディスペンサ１２がワンピース形式の
成型部品６４により然るべく保持されている。成型部品６４はヒンジ部分６６ａ、６６ｂ
と、開口６８ａ、６８ｂと、端部キャップ７０ａ、７０ｂとを含んでいる。ヒンジ部分６
６ａ、６６ｂは一体形成され得、あるいは好都合な任意の態様下に取り付けることができ
る。端部キャップ７０ａ、７０ｂは、ディスペンサ１２を係合させるための手段と、図示
されないウェブ材料の中空ロールを係合させるための手段と、カッタートラック２４を受
けるための手段及び、剪断用デバイス２６が誤って外れないように制限するための手段と
を更に含む。ディスペンサ１２を係合させるための手段は、ディスペンサ１２が摩擦によ
り締まり嵌め係合する成型溝を含むことが好ましい。ウェブ材料の中空ロールを係合させ
るための手段は、中空ロールの内径部分と係合する突起７２ａ、７２ｂを含むことが好ま
しい。カッタートラック２４を受けるための手段は、カッタートラックホルダ４８を含む
ことが好ましい。
【００３７】
　容器は、端部キャップ７０ａ、７０ｂをヒンジ部分６６ａ、６６ｂを中心として夫々Ｒ
ａ、Ｒｂ方向に回転させることにより組み立てる。端部キャップを回転させるとディスペ
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ンサが成型溝と係合し、ウェブ材料の中空ロールが突起７２ａ、７２ｂと係合する。開口
６８ａ、６８ｂを、ネジ、ボルト、サクションカップ、等と組み合わせて使用し、成型部
品６４をテーブル上、カウンタトップ上、棚、壁、キャビネットその他の下方面に固定す
ることができる。
【００３８】
　容器は、フックアンドループ式のファスナ材料をも有し得る。各端部キャップ固定した
フックアンドループ式のファスナ材料が、固定表面に固定した相当するフックアンドルー
プ式のファスナ材料と係合する。フックアンドループ式のファスナ材料が容器と係合する
と容器は然るべく保持される。容器をある表面に取り付けるために接着剤、接着ストリッ
プ、サクションカップその他を使用することもできる。
【００３９】
　容器を、端部キャップを支持し且つディスペンサを各端部キャップ間で吊下する取付け
ブラケットを使用しても良い。容器はこの取付けブラケットの直立フランジに位置決めす
ることができる。直立フランジの突起が端部キャップの開口と係合し、容器を取付けブラ
ケットの長手方向に沿って支持する。取付けブラケットには、サクションカップを位置決
めするための、あるいは取付けブラケットを取り付けるための取り付け用ネジその他を受
ける開口を設けることができる。取付けブラケットは代表的なキッチンカウンターの上方
に取り付けたキャビネットの下側に取付け可能である。取付けブラケットは補給用のウェ
ブ材料に交換するために、各直立フランジ間で容器を動かせるようにした状態下に、キャ
ビネットの裏側に恒久的に位置決めすることもできる。トラックは、ウェブ材料への容易
なアクセスを提供し且つカッターアセンブリを使用しての中空ロールからのウェブ材料部
分の取り出しを提供するために、容器の外側に突出されることが好ましい。
【００４０】
　図１１には、容器の他の実施例が番号１１０で示され分与支持体を有している。端部キ
ャップ１１４、１１６は丸い輪郭を有し、チューブ状のディスペンサ１２の各端部に取り
付けられている。前記各端部への取付けは先に説明した他の実施例におけると同じ様式で
実施される。一方の端部キャップ１１６を受け且つ係合するための中央開口を有する支持
ベース１６４が設けられる。容器１１０の一端を支持ベース１６４の一端に固定してディ
スペンサ１２を垂直方向に位置決めする。かくして、ウェブ材料２８はディスペンサ１２
から引き出され、カッターアセンブリ１８により切断される。支持ベース１６４は、図１
０Ａ及び１０Ｂに示す実施例に関して先に議論したようなカウンタートップあるいは、そ
の他の所望の任意の手段上に位置決めされ錠止されることが好ましい。開口１６８は先に
説明した開口６８ａ、６８ｂにおけると同様の目的のために利用することができる。端部
キャップ１１６はディスペンサ１２に固定状態で取付けられ、弾発係合のような任意の既
知の様式で支持ベースに釈放自在に固定されることが好ましい。
【００４１】
　以上、本発明を実施例を参照して説明したが、本発明の内で種々の変更をなし得ること
を理解されたい。例えば、容器は透明な、伸縮するディスペンサと、返し付き端部を備え
た伸縮するカッタートラックとを含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１Ａ】本発明に従うディスペンサの１実施例の分解斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ａのディスペンサを覆って嵌合する保護スリーブを設けた状態の斜視図で
ある。
【図２Ａ】本発明の端部キャップの実施例の正面図である。
【図２Ｂ】本発明の端部キャップの実施例の背面図である。
【図３Ａ】端部キャップのスナップオーバーペーパーホルダを開いた状態で示す斜視図で
ある。
【図３Ｂ】端部キャップのスナップオーバーペーパーホルダを閉じた状態で示す斜視図で
ある。
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【図４】端部キャップとディスペンサとの間のバヨネット嵌着部分を示す斜視図である。
【図５】伸縮することにより、端部キャップを備えたディスペンサを配向するための手段
を提供するディスペンサの実施例の斜視図である。
【図６Ａ】切断デバイスのガイドトラックと端部キャップとの間の係合手段の斜視図であ
る。
【図６Ｂ】端部キャップとガイドトラックとの間の別の係合手段の斜視図である。
【図７】ツインパックとしたディスペンサの実施例の分解斜視図である。
【図８】相互係止状態の端部キャップの平面図である。
【図９Ａ】半円筒状のディスペンサの実施例の斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ａのディスペンサに取り付けたガイドトラックの別態様における実施例の
端面図である。
【図９Ｃ】図９Ａのディスペンサに取り付けたガイドトラックの別態様における実施例の
端面図である。
【図１０Ａ】ポップアップ式ディスペンサの平坦状態での斜視図である。
【図１０Ｂ】ポップアップ式ディスペンサのポップアップ状態での斜視図である。
【図１１】ディスペンサ及び関連する支持体の更に他の実施例の斜視図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　容器
　１２、２１２　ディスペンサ
　１２Ａ　保護スリーブ
　１４、１６　端部キャップ
　１４Ｃ、１６Ｃ　角部
　１８　カッターアセンブリ
　２０　細長開口
　２１　打ち抜きタブ
　２２　孔付きのストリップ
　２４　カッタートラック
　２５　レール
　２６　剪断用デバイス
　２８　ウェブ材料
　３０　中空ロール
　３４　上方部分
　３６　剪断部分
　３８　ディスペンサホルダ
　４０　ロール支持体
　４８　カッタートラックホルダ
　４０　ロール支持体
　５０　切り欠き
　４６　長孔
　４４　返し付き端部
　５４ａ　雄部材
　５６ｂ　雌部材
　５８　係合面
　６０　ディスペンサ
　６２　開口
　６４　成型部品
　６６ａ、６６ｂ　ヒンジ部分
　６８ａ、６８ｂ　開口
　７０ａ、７０ｂ　端部キャップ
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　７４　ホルダ
　７５　弾発部片
　７６　捕捉用部片
　７８　ペーパーホルダ
　８０　管
　２１６、３１４　端部キャップ
　２９０　雌側バヨネット形態部
　２９２　雄側バヨネット形態部
　４１４　端部キャップ
　４２４　カッタートラック
　５１４　端部キャップ
　５１４ｃ　端部キャップ角部
　５２０　細長開口
　５４８　カッタートラックホルダ
　５５２　リブ
　６１０　ツインパック
　６４４　第１突起
　６４４ａ　第２突起

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ｂ】

【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】
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【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】
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