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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状の遠心力伝達部材と、
　前記遠心力伝達部材の一方の端部に配される第１の摩擦接触部材と、
　前記遠心力伝達部材の他方の端部に配される第２の摩擦接触部材と、
　容器の内容物取出口が前記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして、前記第１の摩
擦接触部材から前記第１の摩擦接触部材の先端と前記第２の摩擦接触部材の先端との離間
距離の半分の長さを越えない範囲に前記容器を固着するための前記遠心力伝達部材に固着
される容器装着部材と、を備え、
　前記第１の摩擦接触部材と前記第２の摩擦接触部材との各々が洗濯機の回転槽側面と接
して、前記第１の摩擦接触部材の前記先端と前記第２の摩擦接触部材の前記先端との前記
離間距離が前記回転槽の直径以上には伸びない場合において、
　前記第１の摩擦接触部材と前記第２の摩擦接触部材との各々を前記回転槽側面に押し当
てるばね力を発生させ、
　前記ばね力は、前記遠心力伝達部材が湾曲することによって生じる弾性を用いるもので
あり、前記遠心力伝達部材の全長に応じて前記ばね力の大きさが変化し、
　前記回転槽側面と、前記第１の摩擦接触部材および前記第２の摩擦接触部材の各々との
間に生じる各々の摩擦力を前記遠心力伝達部材の全長に応じて変化する前記ばね力によっ
て可変とし、
　前記第１の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第１の摩
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擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第１の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、
　前記第２の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第２の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第２の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするように前記ばね力を設定する、
　高粘度内容物収拾器具。
【請求項２】
　棒状の遠心力伝達部材と、
　前記遠心力伝達部材の一方の端部に配される第１の摩擦接触部材と、
　前記遠心力伝達部材の他方の端部に配される第２の摩擦接触部材と、
　容器の内容物取出口が前記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして、前記第１の摩
擦接触部材から前記第１の摩擦接触部材の先端と前記第２の摩擦接触部材の先端との離間
距離の半分の長さを越えない範囲に前記容器を固着するための前記遠心力伝達部材に固着
される容器装着部材と、を備え、
　前記第１の摩擦接触部材と前記第２の摩擦接触部材との各々が洗濯機の回転槽側面と接
して、前記第１の摩擦接触部材の前記先端と前記第２の摩擦接触部材の前記先端との前記
離間距離が前記回転槽の直径以上には伸びない場合において、
　前記第１の摩擦接触部材と前記第２の摩擦接触部材との各々を前記回転槽側面に押し当
てるばね力を発生させ、
　前記ばね力は、前記遠心力伝達部材と前記第１の摩擦接触部材または前記第２の摩擦接
触部材との間に配されるコイルばねの圧縮によって生じるものであり、前記遠心力伝達部
材の全長に応じて前記ばね力の大きさが変化し、
　前記回転槽側面と、前記第１の摩擦接触部材および前記第２の摩擦接触部材の各々との
間に生じる各々の摩擦力を前記遠心力伝達部材の全長に応じて変化する前記ばね力によっ
て可変とし、
　前記第１の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第１の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第１の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、
　前記第２の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第２の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第２の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするように前記ばね力を設定する、
　高粘度内容物収拾器具。
【請求項３】
　前記遠心力伝達部材は、第１の遠心力伝達部材と第２の遠心力伝達部材とを有し、前記
第１の遠心力伝達部材に前記第２の遠心力伝達部材を挿入することによって前記遠心力伝
達部材の全長を可変とする請求項１または請求項２に記載の高粘度内容物収拾器具。
【請求項４】
　前記容器装着部材は、前記容器の前記内容物取出口の付近に装着する第１の締結バンド
と前記容器の底部の付近に装着する第２の締結バンドとを有する請求項１ないし請求項３
の１項に記載の高粘度内容物収拾器具。
【請求項５】
　さらに、前記容器装着部材が固着される傾斜部材を備え、
　前記第１の摩擦接触部材の近傍の前記遠心力伝達部材の一点を回動中心とする前記傾斜
部材を介して前記容器装着部材は前記遠心力伝達部材に固着され、
　前記遠心力伝達部材に対して前記傾斜部材を傾けて前記遠心力伝達部材上に射影される
前記容器の長さを前記回転槽側面の回転半径よりも短くする請求項１ないし請求項４の１
項に記載の高粘度内容物収拾器具。
【請求項６】
　さらに、前記容器装着部材に装着され、内部に前記容器を挿入可能とする補助ケース本
体を備え、
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　前記補助ケース本体は、
　円柱状または角柱状の内部が空洞である筐体部材と、
　前記容器の前記内容物取出口が前記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにするための
前記遠心力伝達部材の伸びる方向の位置に応じて空洞の断面積がテーパ状に変化するテー
パ部材と、を有し、
　前記筐体部材と前記テーパ部材とは前記テーパ部材の断面の径が最も長い部分で連結さ
れ、
　前記断面の径が最も長い部分の径は前記容器の前記内容物取出口と前記底部との離間距
離よりも短くされ、
　前記テーパ部材のより断面積が狭くなる方向が前記第１の摩擦接触部材の方向となるよ
うに前記容器装着部材に装着され、
　前記テーパ部材のより断面形状が狭くなる方向に前記容器の内容物取出口を向けて前記
補助ケース本体の内部に前記容器を挿入し、
　前記回転槽側面の回転によって生じる遠心力が前記内容物取出口の方向に働き続けるよ
うに前記補助ケース本体の内部における前記容器の姿勢を制御する請求項１ないし請求項
４の１項に記載の高粘度内容物収拾器具。
【請求項７】
　棒状の遠心力伝達部材と、
　前記遠心力伝達部材の一方の端部に配される第１の摩擦接触部材と、
　前記遠心力伝達部材の他方の端部に配される第２の摩擦接触部材と、
　前記遠心力伝達部材に固着され、内部に容器を挿入可能とする補助ケース本体と、を備
え、
　前記補助ケース本体は、
　円柱状または角柱状の内部が空洞である筐体部材と、
　前記容器の前記内容物取出口が前記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにするための
前記遠心力伝達部材の伸びる方向の位置に応じて空洞の断面積がテーパ状に変化するテー
パ部材と、を有し、
　前記筐体部材と前記テーパ部材とは前記テーパ部材の断面の径が最も長い部分で連結さ
れ、
　前記断面の径が最も長い部分の径は前記容器の前記内容物取出口と前記底部との離間距
離よりも短くされ、
　前記テーパ部材のより断面積が狭くなる方向が前記第１の摩擦接触部材の方向となるよ
うにして前記第１の摩擦接触部材から前記第１の摩擦接触部材の先端と前記第２の摩擦接
触部材の先端との離間距離の半分の長さを越えない範囲に固着されるものであり、
　前記第１の摩擦接触部材と前記第２の摩擦接触部材との各々が洗濯機の回転槽側面と接
して、前記第１の摩擦接触部材の前記先端と前記第２の摩擦接触部材の前記先端との前記
離間距離が前記回転槽の直径以上には伸びない場合において、
　前記第１の摩擦接触部材と前記第２の摩擦接触部材との各々を前記回転槽側面に押し当
てるばね力を発生させ、
　前記ばね力は、前記遠心力伝達部材が湾曲することによって生じる弾性を用いるもの、
または、前記遠心力伝達部材と前記第１の摩擦接触部材または前記第２の摩擦接触部材と
の間に配されるコイルばねの圧縮によって生じるものであり、前記遠心力伝達部材の全長
に応じて前記ばね力の大きさが変化し、
　前記回転槽側面と、前記第１の摩擦接触部材および前記第２の摩擦接触部材の各々との
間に生じる各々の摩擦力を前記遠心力伝達部材の全長に応じて変化する前記ばね力によっ
て可変とし、
　前記第１の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第１の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第１の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、
　前記第２の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第２の摩
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擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第２の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするように前記ばね力を設定する、
　高粘度内容物収拾器具。
【請求項８】
　棒状の遠心力伝達部材の一端に配される第１の摩擦接触部材と前記遠心力伝達部材の他
端に配される第２の摩擦接触部材との各々を洗濯機の回転槽側面に接して、前記遠心力伝
達部材が湾曲することによって生じる弾性を用いて前記遠心力伝達部材の全長に応じた大
きさのばね力を発生するステップと、
　前記第１の摩擦接触部材および前記第２の摩擦接触部材の各々と、前記回転槽側面との
間に付与される各々の摩擦力を所定の大きさにするために前記ばね力を前記遠心力伝達部
材の全長に応じて変えるばね力可変ステップと、
　容器の内容物取出口が前記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして、前記容器を前
記第１の摩擦接触部材から前記第１の摩擦接触部材の先端と前記第２の摩擦接触部材の先
端との離間距離の半分の長さを越えない範囲に固着する容器装着ステップと、
　前記回転槽側面を回転させて前記内容物取出口に内容物を集める回転槽回転ステップと
、
　前記回転槽側面の回転を停止した後に前記内容物取出口に集められた前記内容物を収拾
する内容物収拾ステップと、を有し、
　前記ばね力可変ステップにおいて、
　前記第１の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第１の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第１の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、
　前記第２の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第２の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第２の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするように前記ばね力を設定する、
　高粘度内容物収拾方法。
【請求項９】
　棒状の遠心力伝達部材の一端に配される第１の摩擦接触部材と前記遠心力伝達部材の他
端に配される第２の摩擦接触部材との各々を洗濯機の回転槽側面に接して、前記第１の摩
擦接触部材または前記第２の摩擦接触部材と前記遠心力伝達部材との間に配されるコイル
ばねの圧縮によって前記遠心力伝達部材の全長に応じた大きさのばね力を発生するステッ
プと、
　前記第１の摩擦接触部材および前記第２の摩擦接触部材の各々と、前記回転槽側面との
間に付与される各々の摩擦力を所定の大きさにするために前記ばね力を前記遠心力伝達部
材の全長に応じて変えるばね力可変ステップと、
　容器の内容物取出口が前記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして、前記容器を前
記第１の摩擦接触部材から前記第１の摩擦接触部材の先端と前記第２の摩擦接触部材の先
端との離間距離の半分の長さを越えない範囲に固着する容器装着ステップと、
　前記回転槽側面を回転させて前記内容物取出口に内容物を集める回転槽回転ステップと
、
　前記回転槽側面の回転を停止した後に前記内容物取出口に集められた前記内容物を収拾
する内容物収拾ステップと、を有し、
　前記ばね力可変ステップにおいて、
　前記第１の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第１の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第１の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、
　前記第２の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第２の摩
擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第２の
摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするように前記ばね力を設定する、
　高粘度内容物収拾方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器内の高粘度内容物を収拾する器具（高粘度内容物収拾器具）および容器
内の高粘度内容物を収拾する方法（高粘度内容物収拾方法）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マヨネーズ、ケチャップ、蜂蜜、水飴等で代表される、コロイド状、ゲル状、ペースト
状の食品類は、柔軟なプラスチック製チューブ容器に収容された商品として市販されてい
る。これらの食品類をプラスチック製チューブ容器から取出すに際しては、容器を手で押
して容器の先端の内容物取出口から絞り出している。また、家庭内においては、これらの
食品類のみならず、化粧品、練状歯磨、練状糊等の同様の形態で提供される商品があふれ
ている。これらの商品は、容器の内容物が高粘度液体であるという特徴を有している。
【０００３】
　そして、手で押しても容器から内容物を絞り出せなくなると容器を捨てるのが通常の利
用の形態であった。しかしながら、プラスチック製チューブ容器の内側の表面にはまだ利
用できる内容物が付着しており、容器に付着している内容物を利用することなく無駄に捨
ててしまうこととなり好ましくない。また、捨てたプラスチック製チューブ容器の内容物
が腐敗すると衛生上好ましくない。さらに、内容物が多量に付着した容器はリサイクル（
再利用）を困難にするのでそのような状態で捨てるのは好ましくない。すなわち、このよ
うな内容物がまだ付着した状態のプラスチック製チューブ容器を捨てることは地球環境の
維持の観点からも好ましいものではない。このような問題は、柔らかいプラスチック製チ
ューブ容器のみならず、より硬い容器を用いる場合にも生じる問題である。
【０００４】
　そこで、従来から、内容物を残すことなく取出して利用しようとするための種々の以下
のような技術が提案されている。例えば、容器を切開して容器の内面に付着している内容
物を、へら、で擦って取出す技術（第１の技術と称する）があるが、この技術では内容物
の取出しに手間がかかってしまう。
【０００５】
　また、例えば、容器の内部に水を入れて洗浄する技術（第２の技術と称する）があるが
、この技術では容器のリサイクルという目的は達せられても容器内部に残った内容物を利
用することができない。
【０００６】
　また、例えば、容器に手では加えられない程の強い圧力を加える装置（圧力印加装置）
によって内容物を絞り出す技術（第３の技術と称する）が提案されている（特許文献１、
特許文献２、特許文献３、特許文献４を参照）が、この技術では、容器の形状に応じて圧
力印加装置の形状を変更しなければならず、種々の形態の容器に対応するための種々の形
態の圧力印加装置が家庭内にあふれてしまうこととなる。また、この方法の原理は、容器
の両側面から圧力を加えるものであるので、圧縮されてつぶされた容器の内面には圧縮さ
れた内容物が残ってしまう。さらに、硬い材料で形成される内容物取出口が配されている
多くの容器においては、内容物取出口を押しつぶすのは困難であるために内容物取出口の
付近に付着する内容物は取出すことができない。
【０００７】
　また、例えば、内容物取出口が下になるように容器を逆さに立てるスタンドを用いる技
術（第４の技術と称する）が提案されている（特許文献５、特許文献６を参照）が、内容
物を落下させる力は重力加速度である。重力加速度の大きさは、１Ｇ（ジー）＝９．８０
６６５ｍ／ｓｅｃ２（メータ／秒２）である。そのために、内容物と容器内部面との親和
性が高い場合には内容物は重力加速度である１Ｇが加わっても下方に落下することなく容
器内部面に張り付いたままである（特許文献６の図８を参照）。また、容器スタンドに容
器を長時間立てた後にのみ内容物を内容物取出口の方向に落下させて集める効果が生じる
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のであるから、頻繁に用いる容器については、容器が装着された容器スタンドが卓上のス
ペースを占拠し、引出内のスペースを占拠し、冷蔵庫内のスペースを占拠するなどして取
扱いが不便である。さらに、容器の形状に応じた種々の形状の容器スタンドが要求される
。
【０００８】
　また、例えば、洗濯機の遠心力を用いて内容物を取出す技術（第５の技術と称する）が
提案されている（特許文献７、特許文献８を参照）。特許文献７では、洗濯機の回転部壁
面が磁性体の場合には磁石のついた受け皿でチューブを脱水機内面に取付ける技術、回転
部壁面が磁性体ではない場合には市販の磁石受板を木ねじ、強力両面テープ、接着剤で取
り付け、この磁石受板に磁石のついた受け皿を取付ける技術が提案されている。しかしな
がら、回転部壁面は軽量化が要求されるために磁性体で形成される場合でもその肉厚は薄
く、充分な吸着力能力は発揮できない。また、回転部壁面が非磁性体の場合には回転部壁
面に異物を付けなければならず、回転部壁面を損傷する虞がある。特許文献８では、容器
を固着して回転させるベース板の重量は重く、回転槽の底部に配置するが、ベース板の回
転モーメントは大きく回転部壁面への固定に課題を有している。近年は脱水動作において
は洗濯物の偏りを防止するために回転方向を変えて脱水する洗濯機が多いために、特許文
献７、特許文献８に記載の技術を用いる場合には、回転部壁面から脱落した磁石のついた
受け皿、回転槽内で踊るベース板による洗濯機の損傷が懸念される。
【０００９】
　家庭に普及しているほとんどの洗濯機は脱水槽を高速回転させて重力加速度よりも大き
い遠心加速度を発生させて脱水する。重力方向と直交する水平方向の遠心力を用いて脱水
するものとしては、洗濯槽と脱水槽を別個に備える二槽式洗濯機（例えば、特許文献９を
参照）と、洗濯槽と脱水槽を共通にする全自動一槽式洗濯機（例えば、特許文献１０を参
照）とがある。重力方向の遠心力を用い、または重力方向と水平方向との中間の方向の遠
心力を用い、脱水するものとしては、ドラム式洗濯機（例えば、特許文献１１を参照）が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００９－２０２９４０号公報
【特許文献２】実開平６－４２７００号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１５５９９１号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１９５３６９号公報
【特許文献５】実用新案登録第３０６２１７８号公報
【特許文献６】特開２０１５－９８２５号公報
【特許文献７】特開２０１１－１１８２２号公報
【特許文献８】特開２０１２－２２４３４４号公報
【特許文献９】特開２０１４－７６０８４号公報
【特許文献１０】特開２００３－１９０６８９号公報
【特許文献１１】特開２０１５－５３９４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　発明が解決しようとする課題は、背景技術に示す従来の技術の以下の欠点を改善するも
のである。すなわち、容器の内部から内容物を取出すに際して、容器を切開して、へら、
を用いて内容物を擦るという手間を省く。また、容器を洗浄するなどして内容物を利用で
きなくする欠点を改善する。また、容器の形状に応じて圧力印加装置を変更し、または、
容器スタンドの形状を変更しなければならない欠点を改善する。さらに、洗濯機を利用し
ながらも、容器の回転槽への着脱が容易であり、回転槽を傷つけることがなく、能率よく
、安全に容器の内容物を取出す技術を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の高粘度内容物収拾器具は、棒状の遠心力伝達部材と、前記遠心力伝達部材の一
方の端部に配される第１の摩擦接触部材と、前記遠心力伝達部材の他方の端部に配される
第２の摩擦接触部材と、前記遠心力伝達部材に固着される容器装着部材と、を備え、前記
容器装着部材は、容器の内容物取出口が前記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして
前記第１の摩擦接触部材から両方の前記先端の離間距離の半分の長さを越えない範囲に前
記容器を固着可能とし、洗濯機の回転槽側面と、前記第１の摩擦接触部材および前記第２
の摩擦接触部材の各々との間に生じる各々の摩擦力を前記遠心力伝達部材の全長に応じて
変化するばね力によって可変とし、前記第１の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生
じる前記摩擦力を、前記第１の摩擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転
槽側面が回転する際に前記第１の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくす
るとともに、前記第２の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前
記第２の摩擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に
前記第２の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするように前記ばね力を
設定可能とする。
【００１３】
　本発明の別の高粘度内容物収拾器具は、棒状の遠心力伝達部材と、前記遠心力伝達部材
の一方の端部に配される第１の摩擦接触部材と、前記遠心力伝達部材の他方の端部に配さ
れる第２の摩擦接触部材と、前記遠心力伝達部材に固着され、内部に容器を挿入可能とす
る補助ケースと、を備え、前記補助ケースは、前記遠心力伝達部材の伸びる方向の位置に
応じて断面積がテーパ状に変化するテーパ部材を有し、前記テーパ部材のより断面積が狭
くなる方向が前記第１の摩擦接触部材の方向となるようにして前記第１の摩擦接触部材か
ら両方の前記先端の離間距離の半分の長さを越えない範囲に固着され、洗濯機の回転槽側
面と、前記第１の摩擦接触部材および前記第２の摩擦接触部材の各々との間に生じる各々
の摩擦力を前記遠心力伝達部材の全長に応じて変化するばね力によって可変とし、前記第
１の摩擦接触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第１の摩擦接触部
材に加わる重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第１の摩擦接触
部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、前記第２の摩擦接触部材と前
記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第２の摩擦接触部材に加わる重力よりも
大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第２の摩擦接触部材に加わる接線方向
の回転力よりも大きくするように前記ばね力を設定可能とする。
【００１４】
　本発明の高粘度内容物収拾方法は、棒状の遠心力伝達部材の一端に配される第１の摩擦
接触部材および前記遠心力伝達部材の他端に配される第２の摩擦接触部材の各々と、洗濯
機の回転槽側面との間に付与される各々の摩擦力を所定の大きさにするためにばね力を前
記遠心力伝達部材の全長に応じて変えるばね力可変ステップと、容器の内容物取出口が前
記第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして、前記容器を前記第１の摩擦接触部材から
両方の前記先端の離間距離の半分の長さを越えない範囲に固着する容器装着ステップと、
前記回転槽側面を回転させて前記内容物取出口に内容物を集める回転槽回転ステップと、
前記回転槽側面の回転を停止した後に前記内容物取出口に集められた前記内容物を収拾す
る内容物収拾ステップと、を有し、前記ばね力可変ステップにおいて、前記第１の摩擦接
触部材と前記回転槽側面との間に生じる前記摩擦力を、前記第１の摩擦接触部材に加わる
重力よりも大きく、かつ、前記回転槽側面が回転する際に前記第１の摩擦接触部材に加わ
る接線方向の回転力よりも大きくするとともに、前記第２の摩擦接触部材と前記回転槽側
面との間に生じる前記摩擦力を、前記第２の摩擦接触部材に加わる重力よりも大きく、か
つ、前記回転槽側面が回転する際に前記第２の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よ
りも大きくするように前記ばね力を設定可能とする。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明の技術によれば、適度のばね力を加えて回転槽内に容器の内容物を取出すための
器具を取り付けることができるので、回転槽を傷つけることなく、急な加速、減速を繰り
返しても回転槽の器具の取付位置がずれることなく、回転槽の底部のみならずいかなる位
置にも取付可能である高粘度内容物収拾器具を提供し、高粘度内容物収拾方法を提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態の高粘度内容物収拾器具および高粘度内容物収拾方法の原理を説明する
ための図である。
【図２】実施形態の容器装着部材と容器との位置関係を説明するための図である。
【図３】脱水槽側面と摩擦接触部材との間に働く力について説明するための模式図である
。
【図４】一実施例における内容物取出しの効果を示す写真である。
【図５】大型の容器に実施形態の技術を適用するための変形例の特徴部分を説明するため
の図である。
【図６】小型の容器に実施形態の技術を適用するための補助ケースを示す図である。
【図７】複数個の容器を同時に装着する変形例を示す図である。
【図８】複数個の容器を同時に装着する別の変形例を示す図である。
【図９】ばね力を可視化する変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　発明を実施するための形態（以下、実施形態と省略）の高粘度内容物収拾器具は、棒状
の遠心力伝達部材と、遠心力伝達部材の一方の端部に配される第１の摩擦接触部材と、遠
心力伝達部材の他方の端部に配される第２の摩擦接触部材と、遠心力伝達部材に固着され
る容器装着部材と、を備える。
【００１８】
　容器装着部材は、容器の内容物取出口が第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして第
１の摩擦接触部材から両方の先端の離間距離の半分の長さを越えない範囲に容器を固着可
能とする。洗濯機の回転槽側面と、第１の摩擦接触部材および第２の摩擦接触部材の各々
との間に生じる各々の摩擦力を遠心力伝達部材の全長に応じて変化するばね力によって可
変とする。第１の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、第１の摩擦接触部
材に加わる重力よりも大きく、かつ、回転槽側面が回転する際に第１の摩擦接触部材に加
わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、第２の摩擦接触部材と回転槽側面との
間に生じる摩擦力を、第２の摩擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、回転槽側面
が回転する際に第２の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするようにば
ね力を設定可能とする。
【００１９】
　以上の実施形態の高粘度内容物収拾器具の内容を分けて以下に説明する。
【００２０】
　容器装着部材は、第１の摩擦接触部材から両方の先端の離間距離の半分の長さを越えな
い範囲に容器を固着可能とする。容器の内容物に必ず回転槽側面に向かう遠心力が働くよ
うにするために、この範囲に容器を固着するのである。また、容器の内容物取出口が第１
の摩擦接触部材の方向に向くようにして容器を固着可能とするのは、遠心力が内容物取出
口の方向に向くようにしないと内容物取出口の付近に内容物を集めることができないから
である。
【００２１】
　洗濯機の回転槽側面と第１の摩擦接触部材との間に生じる摩擦力の大きさは、アモント
ンの法則に従い第１の摩擦接触部材にかかる荷重であるばね力に比例する。ここで、ばね
力は遠心力伝達部材の全長に応じて変化するものである。
【００２２】
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　そして、第１の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、第１の摩擦接触部
材に加わる重力よりも大きくするようにばね力を設定すれば、第１の摩擦接触部材が回転
槽側面に対して下方（重力方向）にずれることはない（第１の条件）。
【００２３】
　また、第１の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、回転槽側面が回転す
る際に第１の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするようにばね力を設
定すれば、第１の摩擦接触部材が回転槽側面に対して接線方向（回転方向）にずれること
はない（第２の条件）。
【００２４】
　すなわち、第１の条件と第２の条件を同時に満たせば第１の摩擦接触部材が回転槽側面
に対してずれることはなく、第１の摩擦接触部材は回転槽側面とともに回転する。
【００２５】
　同様に、第２の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、第２の摩擦接触部
材に加わる重力よりも大きくするようにばね力を設定すれば、第２の摩擦接触部材が回転
槽側面に対して下方（重力方向）にずれることはない（第３の条件）。
【００２６】
　また、第２の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、回転槽側面が回転す
る際に第２の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするようにばね力を設
定すれば、第２の摩擦接触部材が回転槽側面に対して接線方向（回転方向）にずれること
はない（第４の条件）。
【００２７】
　すなわち、第３の条件と第４の条件を同時に満たせば第２の摩擦接触部材が回転槽側面
に対してずれることはなく、第２の摩擦接触部材は回転槽側面とともに回転する。
【００２８】
　回転槽側面に保持される第１の摩擦接触部材と第２の摩擦接触部材の２つの部材だけで
ばね力を受けるので、第１の摩擦接触部材の荷重であるばね力（第１のばね力）と第２の
摩擦接触部材の荷重であるばね力（第２のばね力）とは等しい。よって、上述の第１の条
件ないし第４の条件の４つが同時に成立する場合には、第１の摩擦接触部材および第２の
摩擦接触部材は回転槽側面に密着してずれことなく安定に回転する。そして、容器の内容
物取出口が第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして第１の摩擦接触部材から両方の先
端の離間距離の半分の長さを越えない範囲に容器を固着可能とされるので、容器の内容物
を遠心力で内容物取出口に集めることができ、内容物を収拾できる。
【００２９】
　ここで、ばね力を強くし過ぎれば、第１の摩擦接触部材と第２の摩擦接触部材とが、過
度に回転槽側面を押して回転槽側面の変形、破壊を招来する虞があり好ましくない。一方
、ばね力を弱くし過ぎれば、第１の摩擦接触部材と第２の摩擦接触部材とが、回転槽側面
からずれて、やがては、高粘度内容物収拾器具が回転槽内に落下してしまい内容物を内容
物取出口に集めることができないのみならず、高粘度内容物収拾器具が衝突して回転槽側
面の変形、破壊を招来する虞があり好ましくない。よって、ばね力は、上述の事態を招来
しない適宜な範囲で設定する。
【００３０】
　遠心力伝達部材は、第１の遠心力伝達部材と第２の遠心力伝達部材とを有し、第１の遠
心力伝達部材に第２の遠心力伝達部材を挿入することによって遠心力伝達部材の全長を可
変としてもよい。
【００３１】
　回転槽の径が予め定められた一定の径である場合には、遠心力伝達部材の全長が一定値
であっても何ら問題なく最も適切なばね力を得ることができ、高粘度内容物収拾器具は本
来の機能を完全に発揮する。しかしながら、市場には様々な径の回転槽を有する洗濯機が
出回っている。洗濯機に合わせて遠心力伝達部材の長さが異なる高粘度内容物収拾器具が
必要となると、器具の供給者も需要者も不便である。遠心力伝達部材の全長を可変とする
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ことができれば、器具の供給者も需要者も利益を得ることができる。
【００３２】
　ばね力は、遠心力伝達部材が湾曲することによって生じる弾性を用いるものであっても
よい。遠心力伝達部材の湾曲の量がばね力に比例し、このばね力は、第１の摩擦接触部材
と第２の摩擦接触部材とに均等に配分される。遠心力伝達部材の湾曲方向は上方、下方、
横方向、３６０°のいずれであってもよい。また、遠心力伝達部材と第１の遠心力伝達部
材と第２の遠心力伝達部材とを一体部材として形成してもよい。遠心力伝達部材それ自身
がばねとしての機能を発揮するので高粘度内容物収拾器具の構造は簡単なものとでき、高
粘度内容物収拾器具の軽量化ができる。
【００３３】
　また、ばね力は、第１の遠心力伝達部材と第１の摩擦接触部材との間に配されるコイル
ばねによって生じるようにしてもよく、また、第２の遠心力伝達部材と第２の摩擦接触部
材との間に配されるコイルばねによって生じるようにしてもよい。２つの摩擦接触部材が
回転槽側面に接して空中に保持されている遠心力伝達部材の全長を可変とする場合、フッ
クの法則に従って、遠心力伝達部材の全長を長くしてコイルばねの圧縮量を大きくすれば
ばね力は大きくなり、遠心力伝達部材の全長を短くしてコイルばねの圧縮量を小さくすれ
ばばね力は小さくなる。コイルばねを用いる場合には遠心力伝達部材は特別な弾性材では
なくありふれた剛性材が使えるので遠心力伝達部材の選択範囲は広がる。また、遠心力伝
達部材は湾曲することがないので高速回転時において安定回転をする。
【００３４】
　また、コイルばねは、第１の摩擦接触部材と第１の遠心力伝達部材と第２の遠心力伝達
部材と第２の摩擦接触部材とを有する連結構造の途中の任意の位置に配するようにしても
よい。２つの摩擦接触部材のみが回転槽側面に接して空中に保持されている高粘度内容物
収拾器具においては、どのような位置にコイルばねを挿入しても第１の摩擦接触部材と第
２の摩擦接触部材との各々に加わるばね力は均等となる。ばね力の大きさはフックの法則
に従い第１の摩擦接触部材と第２の摩擦接触部材との間の距離だけに依存する。
【００３５】
　容器装着部材は、容器の内容物取出口付近に装着する第１の締結バンドと容器の底部付
近に装着する第２の締結バンドとを有するようにしてもよい。ここで、付近とは、第１の
締結バンドが正確に容器の内容物取出口を覆う位置だけではなく、第１の締結バンドが内
容物取出口を外れて容器の底部方向により近い部分を覆う位置も含む意味である。また、
第２の締結バンドが正確に容器の底部を覆う位置だけではなく、第１の締結バンドが底部
を外れて容器の内容物取出口により近い部分を覆う位置も含む意味である。要は、第１の
締結バンドと第２の締結バンドとの離間距離を十分に確保して充分な締付け力を確保でき
る各々の締結バンドの位置を付近という。
【００３６】
　容器の内容物取出口付近に装着する第１の締結バンドと容器の底部付近に装着する第２
の締結バンドとを有する容器装着部材は、容器の内容物取出口が第１の摩擦接触部材の方
向に向くようにして第１の摩擦接触部材から両方の先端の離間距離の半分の長さを越えな
い範囲に容器を固着可能とするものであるが、具体的には、容器をいわゆる２点締めで遠
心力伝達部材に固着する。２点締めをすれば、容器の回転を防止して、容器の内容物取出
口が第１の摩擦接触部材の方向に向くようすることができるからである。また、２点締め
をすれば１点締めよりも強い力で、ずれることなく、容器を固着可能とできるからである
。さらに、締結バンドの質量は小さいので遠心力伝達部材にかかる重力および回転力を小
さくして遠心力伝達部材の軽量化、小型化を図ることができる。
【００３７】
　さらに、容器装着部材を固着する傾斜部材を備えてもよい。このときには、容器装着部
材は遠心力伝達部材に直接固着されるのではなく、第１の摩擦接触部材の近傍の第１の遠
心力伝達部材の一点を回動中心とする傾斜部材を介して容器装着部材は遠心力伝達部材に
固着される。そして、遠心力伝達部材に対して傾斜部材を傾けて遠心力伝達部材上に射影
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される容器の長さを回転槽側面の回転半径よりも短くすることができる。
【００３８】
　このようにすれば、第１の摩擦接触部材の先端または第２の摩擦接触部材の先端から両
方の先端の離間距離の半分の長さ（すなわち、回転槽の回転半径）よりも長い容器を遠心
力伝達部材に対して傾けて回転半径の範囲で回転させることができるので、容器の内容物
を遠心力で内容物取出口に集めることができ、内容物を収拾できる。
【００３９】
　現実には、両方の先端の離間距離の半分の長さまでの大型のマヨネーズ容器と小型チュ
ーブ容器とをこのような容器装着部材に固着するには大きな困難がある。第１の理由は、
小型チューブ容器は、構造的に弱く、大型のマヨネーズ容器に対する大きな装着力を小型
チューブ容器に加えることに無理がある。第２の理由は、大型のマヨネーズ容器に対して
、例えば、２点締めの効果を発揮するような容器装着部材は、小型チューブ容器に対して
は、第１の締結バンドと第２の締結バンドとの離間距離が小型チューブ容器の長さよりも
長すぎて２点締めの効果を発揮することができない。そこで、以下の様にして補助ケース
本体を介して小型チューブ容器を遠心力伝達部材に装着するようにしてもよい。
【００４０】
　補助ケース本体は、容器装着部材に装着され、内部に容器を挿入可能とするものである
。補助ケース本体は、遠心力伝達部材の伸びる方向の位置に応じて断面積がテーパ状に変
化するテーパ部材を有し、テーパ部材のより断面積が狭くなる方向が第１の摩擦接触部材
の方向となるように容器装着部材に装着され、テーパ部材のより断面形状が狭くなる方向
に小型チューブ容器の内容物取出口を向けて補助ケース本体の内部に容器を挿入する。
【００４１】
　テーパ部材のより断面形状が狭くなる方向に小型チューブ容器の内容物取出口を向けら
れた小型チューブ容器は、テーパ形状側面に沿ってテーパ部材のより断面積が狭くなる方
向へ移動する。ここで、内部空間で小型チューブ容器が回転して、小型チューブ容器の内
容物取出口と底部との位置関係が反転することがない補助ケース本体の内部空間の広さで
なければならない。また、テーパ部材のより断面積が狭くなる方向が第１の摩擦接触部材
の方向となるように補助ケース本体を固着して移動力たる遠心力の方向を適切に定めてい
る。また、補助ケース本体は小型チューブ容器を納入するものであるから補助ケース本体
の全長は、第１の摩擦接触部材の先端または第２の摩擦接触部材の先端から両方の先端の
離間距離の半分の長さまでの範囲以内であれば十分であり、かつ、容器装着部材によって
確実に補助ケース本体が装着できる長さが必要である。
【００４２】
　このようにして、テーパ部材は、回転槽の回転によって生じる遠心力が小型チューブの
内容物取出口方向に働き続けるように補助ケース本体の内部における小型チューブ容器の
姿勢を制御するので、容器装着部材（例えば、第１の締結バンドと第２の締結バンドと）
によっては直接に固定が困難な小型チューブ容器の内容物も取り出すことができる。
【００４３】
　別の実施形態の高粘度内容物収拾器具は、棒状の遠心力伝達部材と、遠心力伝達部材の
一方の端部に配される第１の摩擦接触部材と、遠心力伝達部材の他方の端部に配される第
２の摩擦接触部材と、遠心力伝達部材に固着され、内部に容器を挿入可能とする補助ケー
スと、を備える。すなわち、別の実施形態の高粘度内容物収拾器具は、単に容器を補助ケ
ースの内部に挿入するようにして容器装着部材を装着する手間を省いたものである。
【００４４】
　補助ケースは、遠心力伝達部材の伸びる方向の位置に応じて断面積がテーパ状に変化す
るテーパ部材を有し、テーパ部材のより断面積が狭くなる方向が第１の摩擦接触部材の方
向となるようにして第１の摩擦接触部材から両方の先端の離間距離の半分の長さを越えな
い範囲に固着され、洗濯機の回転槽側面と、第１の摩擦接触部材および第２の摩擦接触部
材の各々との間に生じる各々の摩擦力を遠心力伝達部材の全長に応じて変化するばね力に
よって可変とし、第１の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、第１の摩擦
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接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、回転槽側面が回転する際に第１の摩擦接触部
材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、第２の摩擦接触部材と回転槽側
面との間に生じる摩擦力を、第２の摩擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、回転
槽側面が回転する際に第２の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするよ
うにばね力を設定可能とする。
【００４５】
　このように、内部に容器を挿入可能とする補助ケースは遠心力伝達部材に、例えば、接
着剤、ビス等で最初から固着されているので、使用の都度、補助ケースを遠心力伝達部材
に容器装着部材を用いて固着する必要がなく小型チューブ容器の専用器具として取り扱い
が便利である。補助ケースと遠心力伝達部材とを一体形成してもよい。
【００４６】
　実施形態の高粘度内容物収拾方法は、以下のステップを有する。棒状の遠心力伝達部材
の一端に配される第１の摩擦接触部材および遠心力伝達部材の他端に配される第２の摩擦
接触部材の各々と、洗濯機の回転槽側面との間に付与される各々の摩擦力を所定の大きさ
にするためにばね力を遠心力伝達部材の全長に応じて変えるばね力可変ステップ。容器の
内容物取出口が第１の摩擦接触部材の方向に向くようにして、容器を第１の摩擦接触部材
から両方の先端の離間距離の半分の長さを越えない範囲に固着する容器装着ステップ。回
転槽側面を回転させて内容物取出口に内容物を集める回転槽回転ステップ。回転槽側面の
回転を停止した後に内容物取出口に集められた内容物を収拾する内容物収拾ステップ。そ
して、ばね力可変ステップにおいて、第１の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩
擦力を、第１の摩擦接触部材に加わる重力よりも大きく、かつ、回転槽側面が回転する際
に第１の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、第２の摩擦
接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、第２の摩擦接触部材に加わる重力よりも
大きく、かつ、回転槽側面が回転する際に第２の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力
よりも大きくするようにばね力を設定可能とする。
【００４７】
　以上の実施形態の高粘度内容物収拾方法の内容を分けて以下に説明する。
【００４８】
　ばね力可変ステップでは、棒状の遠心力伝達部材の一端に配される第１の摩擦接触部材
および遠心力伝達部材の他端に配される第２の摩擦接触部材の各々と、洗濯機の回転槽側
面との間に付与される各々の摩擦力を所定の大きさにするためにばね力を遠心力伝達部材
の全長に応じて変える。
【００４９】
　容器装着ステップでは、容器の内容物取出口が第１の摩擦接触部材の方向に向くように
して、容器を第１の摩擦接触部材から両方の先端の離間距離の半分の長さを越えない範囲
に固着する。このように容器を固着することによって容器の内容物を殆ど残らず取り出す
ことができる。以上のばね力可変ステップと容器装着ステップとの処理順序はどちらを先
におこなってもよい。
【００５０】
　回転槽回転ステップでは、回転槽側面を回転させて内容物取出口に内容物を集める。内
容物取出口に内容物を集める力は遠心力によるものである。
【００５１】
　内容物収拾ステップでは、回転槽側面の回転を停止した後に内容物取出口に集められた
内容物を収拾する。内容物は遠心力により内容物取出口に集められているので容易に収拾
することができる。
【００５２】
　ばね力可変ステップでは以下の条件を満たすようにばね力を設定する。第１の摩擦接触
部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力を、第１の摩擦接触部材に加わる重力よりも大き
く（第１の条件）、かつ、回転槽側面が回転する際に第１の摩擦接触部材に加わる接線方
向の回転力よりも大きくなる（第２の条件）ようにする。このようにばね力を設定すれば
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、第１の摩擦接触部材が回転槽側面に対してずれることはなく、第１の摩擦接触部材は回
転槽側面とともに回転する。
【００５３】
　ここで、第１の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力は、第１の摩擦接触部
材にかかる荷重、すなわち、第１の摩擦接触部材にかかるばね力に比例するものとなる。
また、第１の摩擦接触部材にかかる荷重、すなわち、第１の摩擦接触部材にかかるばね力
と、第２の摩擦接触部材にかかる荷重、すなわち、第２の摩擦接触部材にかかるばね力と
は等しくなる。また、第２の摩擦接触部材と回転槽側面との間に生じる摩擦力は、第２の
摩擦接触部材にかかる荷重、すなわち、第２の摩擦接触部材にかかるばね力に比例するも
のとなる。
【００５４】
　よって、以下の条件（第３の条件および第４の条件）も上述の条件（第１の条件および
第２の条件）と同時に満たすようにばね力を設定する。第２の摩擦接触部材と回転槽側面
との間に生じる摩擦力を、第２の摩擦接触部材に加わる重力よりも大きく（第３の条件）
、かつ、回転槽側面が回転する際に第２の摩擦接触部材に加わる接線方向の回転力よりも
大きく（第４の条件）なるようにする。このようにばね力を設定すれば、第２の摩擦接触
部材が回転槽側面に対してずれることはなく、第２の摩擦接触部材は回転槽側面とともに
回転する。この４つの条件を成立させる高粘度内容物収拾方法によれば、第１の摩擦接触
部材と回転槽側面との位置関係、第２の摩擦接触部材と回転槽側面との位置関係のいずれ
も変化しないので、容器が回転槽内に落下することはない。
【００５５】
　以下、図面を参照して実施形態についてより詳細に説明をする。
【００５６】
　（第１実施形態）
図１は第１実施形態の高粘度内容物収拾器具および高粘度内容物収拾方法の原理を説明す
るための図である。
【００５７】
　図１（ａ）は洗濯機の脱水槽３０の内部に配置される高粘度内容物収拾器具１０を脱水
槽３０の上方から見た図である。図１（ｂ）は洗濯機の脱水槽３０の内部に配置される高
粘度内容物収拾器具１０を脱水槽３０の断面方向から見た図である。
【００５８】
　高粘度内容物収拾器具１０は、遠心力伝達部材１１ａ（第１の遠心力伝達部材）と遠心
力伝達部材１１ｂ（第２の遠心力伝達部材）を有する棒状の遠心力伝達部材１１と、摩擦
接触部材１２ａ（第１の摩擦接触部材）と摩擦接触部材１２ｂ（第２の摩擦接触部材）と
を有する摩擦接触部材１２と、遠心力伝達部材１１ａに固着される容器装着部材１３およ
び容器装着部材１４とを備える。遠心力伝達部材１１ａの一端には摩擦接触部材１２ａが
配され、遠心力伝達部材１１ｂの一端には摩擦接触部材１２ｂが配される。摩擦接触部材
１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの各々は、洗濯機の脱水槽３０の脱水槽側面３０ｂに着脱
可能とされる。また、容器装着部材１３および容器装着部材１４によって容器２０が遠心
力伝達部材１１に着脱可能とされる。洗濯機は遠心力発生装置として機能する。ここで、
脱水槽３０は実施形態の回転槽の一実施形態であり、脱水槽側面３０ｂは実施形態の回転
槽側面の一実施形態である。また、遠心力伝達部材１１は遠心力伝達部材１１ａと遠心力
伝達部材１１ｂとの２つの部材を有するものとして以下説明をするが、後述するように脱
水槽３０の直径が予め定める一定値である場合には遠心力伝達部材１１の長さは固定値と
してもよく、一つの部材としてもよい。
【００５９】
　摩擦接触部材１２ａおよび摩擦接触部材１２ｂは、回転する脱水槽３０の側面である脱
水槽側面３０ｂとの間に摩擦力を発生させる。摩擦接触部材１２ａ、摩擦接触部材１２ｂ
は、脱水槽側面３０ｂを摩擦力によってしっかりと保持する目的を達するために、（１）
脱水槽側面３０ｂに接する接触面の摩擦係数が大きい材料で形成することが好ましく、（
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２）脱水槽側面３０ｂに接する接触面の摩擦係数が大きい接触面の形状を有することが好
ましい。
【００６０】
　脱水槽３０が回転中心３０ｃを中心として回転すると、遠心力伝達部材１１も脱水槽３
０の回転と同じ回転数で回転中心１１ｃを中心として回転する。遠心力伝達部材１１は回
転によって発生する遠心力を、容器装着部材１３および容器装着部材１４を介して容器２
０、ひいては内容物４０に伝達するための部材である。遠心力伝達部材１１は、脱水槽３
０と遠心力伝達部材１１との幾何学的位置関係が、脱水槽３０が回転してもずれない剛性
を有して遠心力で容器が外周方向へ移動することを防止して効果的に遠心力を容器２０に
伝達する。
【００６１】
　容器装着部材１３および容器装着部材１４は、種々の形状を有する容器２０を遠心力伝
達部材１１に固着するとともに、容器２０の内容物取出口の位置を内容物４０が最も出易
い方向に設定するための部材である。
【００６２】
　脱水槽３０は通常は洗濯機の脱水槽として機能するものであるから、高粘度内容物収拾
器具１０は使用するときのみ脱水槽３０に装着される。脱水槽３０は、図１（ｂ）に示す
ようにその上方は開口部とされており、円形の開口部から洗濯物を投入可能とされている
ので、この開口部側から高粘度内容物収拾器具１０を脱水槽３０に装着できる。高粘度内
容物収拾器具１０の質量が軽くなるように各部材の質量も軽量化されているので脱水槽３
０の上下方向の任意の位置に高粘度内容物収拾器具１０を装着できる。
【００６３】
　遠心力伝達部材１１は断面形状が円状または角状の断面のサイズが異なる２種類の棒状
の、遠心力伝達部材１１ａ（第１の遠心力伝達部材）と遠心力伝達部材１１ｂ（第２の遠
心力伝達部材）とを有しており、一方の遠心力伝達部材が他方の遠心力伝達部材に挿入可
能とされる（図１では遠心力伝達部材１１ａに遠心力伝達部材１１ｂが挿入可能とするが
、遠心力伝達部材１１ｂに遠心力伝達部材１１ａが挿入可能としてもよい）。そして、挿
入量を変化させることによって遠心力伝達部材１１の全長が可変できる。
【００６４】
　摩擦接触部材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの各々が脱水槽側面３０ｂに接していない
場合には、一方の遠心力伝達部材の他方の遠心力伝達部材への挿入量に応じて摩擦接触部
材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの間の距離は自由に伸び縮みをする。一方、摩擦接触部
材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの各々が脱水槽側面３０ｂに接している場合には、摩擦
接触部材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの間の距離は脱水槽３０の直径以上には伸びず、
遠心力伝達部材１１は撓み、摩擦接触部材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの各々を脱水槽
側面３０ｂに押し当てるばね力を発生する。そして、脱水槽３０が回転するときに、脱水
槽３０の回転中心３０ｃの延長線上に遠心力伝達部材１１の回転中心１１ｃが配置される
。摩擦接触部材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの各々が脱水槽側面３０ｂに圧接するよう
にすれば、遠心力伝達部材１１の長さは最大となる。圧接によって、この最大長が維持さ
れれば遠心力伝達部材１１と脱水槽３０との幾何学的位置関係は一定に固定されてずれる
ことがない。
【００６５】
　図１（ｂ）は、遠心力伝達部材１１ａと遠心力伝達部材１１ｂとで構成される棒状の遠
心力伝達部材１１に弾性を持たせ、その弾性を利用して上方に弓なりとなるようにする模
式図である。または、図示しないが遠心力伝達部材１１が下方等のその他の方向に弓なり
となるように、遠心力伝達部材１１の全長を変化させてばね力Ｆｂを生じさせて摩擦接触
部材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの各々を脱水槽側面３０ｂに圧接して摩擦力を発生さ
せるようにしてもよい。
【００６６】
　また、摩擦接触部材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとの各々を脱水槽側面３０ｂに圧接す
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る別の機構としては、（１）摩擦接触部材１２ａと遠心力伝達部材１１ａとの間にばね力
Ｆｂ（単位は、Ｎ（ニュートン））のコイル状のばね（コイルばね）を挿入してもよく（
図９を参照）、（２）摩擦接触部材１２ｂと遠心力伝達部材１１ｂとの間にばね力Ｆｂの
コイルばねを挿入してもよく、（３）遠心力伝達部材１１ａと遠心力伝達部材１１ｂとの
間にばね力Ｆｂのコイルばねを挿入するようにしてもよい。この場合には、脱水槽３０に
配置された高粘度内容物収拾器具１０の遠心力伝達部材１１が弓なりになるのではなく遠
心力伝達部材１１の全長に応じてコイルばねが圧縮さればね力が変化する。
【００６７】
　遠心力伝達部材１１が上方、または、下方に弓なりとなるように、遠心力伝達部材１１
に弾性を持たせるようにする場合においては、コイルばねを配する必要がないので摩擦接
触部材１２ａと遠心力伝達部材１１ａとを一体構成としてもよく、摩擦接触部材１２ｂと
遠心力伝達部材１１ｂとを一体構成としてもよい。また、遠心力伝達部材１１ａと遠心力
伝達部材１１ｂとの間にばねを挿入する場合においても同様に、摩擦接触部材１２ａと遠
心力伝達部材１１ａとを一体構成としてもよく、摩擦接触部材１２ｂと遠心力伝達部材１
１ｂとを一体構成としてもよい。この場合には、摩擦接触部材１２ａ、摩擦接触部材１２
ｂの脱水槽側面３０ｂに接する部分に表面処理を施し、または/および、高摩擦材料を貼
る等によって摩擦力を高めることができる。
【００６８】
　図２は実施形態の容器装着部材１３および容器装着部材１４と容器２０との位置関係を
説明するための図である。
【００６９】
　図２（ａ）はA-A'断面から見た図であり、図２（ｂ）はB-B' 断面から見た図である。
容器２０は、遠心力伝達部材１１の下方に配するようにしてもよく、遠心力伝達部材１１
の上方に配するようにしてもよく、遠心力伝達部材１１の横方向に配するようにしてもよ
い。図２においては、容器２０は、遠心力伝達部材１１の下方に配している。
【００７０】
　容器装着部材１３および容器装着部材１４は、遠心力伝達部材１１（図１、図２では遠
心力伝達部材１１ａ）に、はとめ等で固着される帯状の締結バンドで形成される。容器装
着部材１３の帯状の締結バンドの外側側面１３ａと容器装着部材１３の帯状の締結バンド
の内側側面１３ｂとの各々に突起が配されている。外側側面１３ａの突起と内側側面１３
ｂの突起とは絡まりあい密着して容器２０を保持する。
【００７１】
　同様に容器装着部材１４の帯状の締結バンドの外側側面１４ａと容器装着部材１４の帯
状の締結バンドの内側側面１４ｂとの各々に無数の突起が配されており、外側側面１４ａ
の突起と内側側面１４ｂの突起とは絡まりあい密着して容器２０を保持する。容器装着部
材１３および容器装着部材１４に配されるこの突起の絡み合いが容器２０を遠心力伝達部
材１１ａに固着する締付力を生じる。
【００７２】
　この締付力は質量を有する容器２０を回転中心１１ｃから脱水槽側面３０ｂに向かい移
動させる遠心力を上回るようにされるので、質量を有する容器２０は遠心力伝達部材１１
に固着されて移動せず、内容物４０のみが遠心力によって脱水槽側面３０ｂの方向へ移動
する。
【００７３】
　容器装着部材１３および容器装着部材１４は柔軟な材料で形成されているので、任意の
断面形状を有する容器２０を遠心力伝達部材１１ａに固着することができる。
【００７４】
　容器装着部材１３および容器装着部材１４は、遠心力伝達部材１１の回転中心１１ｃと
遠心力伝達部材１１ａとの間に配される。図１では、回転中心１１ｃは、遠心力伝達部材
１１ａに位置しているが、回転中心１１ｃは遠心力伝達部材１１ｂに位置するようにして
もよい。
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【００７５】
　図２（ｂ）に示すように、脱水槽側面３０ｂ、容器２０の内容物取出口２０ａ、容器２
０の底部２０ｂ、回転中心１１ｃの順で配置される場合には容器２０の内容物４０のすべ
ての部分に対して回転中心１１ｃから脱水槽側面３０ｂの方向に向かう遠心力が働き、内
容物取出口２０ａに向かい内容物４０が移動する。図１に示すように、容器装着部材１３
が容器２０の内容物取出口２０ａの付近を保持し、容器装着部材１４が容器２０の底部２
０ｂの付近を保持する場合には内容物取出口２０ａが安定して脱水槽側面３０ｂ方向を向
くので内容物４０を安定して取出す効果を生じる。
【００７６】
　実施形態の技術の要部について、さらに、詳細に説明をする。
【００７７】
　上述したように容器装着部材１３および容器装着部材１４は内容物取出口２０ａの開口
部が脱水槽３０の脱水槽側面３０ｂに向くように保持し、底部２０ｂが回転中心１１ｃを
越えないように保持する。このように容器２０を配置することによって、上述したように
、脱水槽側面３０ｂ、容器２０の内容物取出口２０ａ、容器２０の底部２０ｂ、回転中心
１１ｃの順で配置され、脱水槽３０が回転するときに容器の内容物４０のすべてに作用す
る遠心力は、回転中心１１ｃから外周方向（脱水槽側面３０ｂ方向）に向かう。そして、
内容物取出口２０ａは方向遠心力によって内容物４０は内容物取出口２０ａの方向に移動
する。
【００７８】
　ここで、回転中心１１ｃから半径ｒの点における遠心力Ｆｅｂは、
遠心力Ｆｅｂ＝（質量ｍ）×（半径ｒ）×（角速度ω）２である（単位は、Ｎ＝ｋｇ・ｍ
／ｓｅｃ２）。
遠心力を生じる加速度を遠心加速度と称すれば、回転中心１１ｃから半径ｒの点における
遠心加速度Ｇｅｂは、
遠心加速度Ｇｅｂ＝（半径ｒ）×（角速度ω）２である（単位は、Ｇ＝ｍ／ｓｅｃ２）。
この遠心加速度Ｇｅｂが内容物４０を内容物取出口２０ａの方向に移動させる力の源とな
る。遠心加速度Ｇｅｂは、容器２０を逆さに立てた場合に内容物４０を内容物取出口２０
ａの方向に移動させる力である重力加速度Ｇに対応する。
【００７９】
　内容物４０の位置する点の回転中心３０ｃ（回転中心１１ｃと同じ）からの距離である
半径ｒの２乗に比例して、内容物４０を内容物取出口２０ａの方向に移動させる遠心加速
度Ｇｅｂは大きくなる。よって、容器２０の内容物取出口２０ａを脱水槽側面３０ｂにな
るべく近づけるように配置するのが遠心加速度Ｇｅｂを大きくして内容物４０の取出の効
果を大きくする点では好ましい。ここで、（角速度ω）を大きくすれば遠心加速度Ｇｅｂ
は大きくなるが、脱水槽３０の回転の（角速度ω）は、安全性および洗濯機の耐久性と脱
水性能とのバランスを考慮して、通常の洗濯機においては脱水槽３０の回転数は予め洗濯
機の製造業者によって適宜に設定されている。
【００８０】
　図３は脱水槽側面３０ｂと摩擦接触部材１２ａとの間に働く力および脱水槽側面３０ｂ
と摩擦接触部材１２ｂとの間に働く力について説明するための模式図である。紙面上方向
が重力方向の反対方向である上方向を示し、紙面下方向が重力の向きである下方向を示す
。以下、図３を参照して説明をする。
【００８１】
　脱水槽側面３０ｂと摩擦接触部材１２ａとの間、脱水槽側面３０ｂと摩擦接触部材１２
ｂとの間、の各々において摩擦力が生じる摩擦面を形成する。摩擦力とは、二つの物体が
接触している際に、その接触面に平行な方向に働く力である。静止している物体を動かそ
うとする際に働く摩擦力を静止摩擦力Ｆｍという（単位はＮ）。ここで、接触面に垂直に
かかる荷重（垂直抗力）を荷重Ｐ、単位なし定数である摩擦係数を摩擦係数μとすれば、
静止摩擦力Ｆｍは、
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静止摩擦力Ｆｍ＝摩擦係数μ×荷重Ｐである。
脱水槽側面３０ｂと摩擦接触部材１２ａとの間の摩擦係数μは、脱水槽側面３０ｂの面の
状態と脱水槽側面３０ｂに接する摩擦接触部材１２ａの面の状態とによって定まる。同様
に、脱水槽側面３０ｂと摩擦接触部材１２ｂとの間の摩擦係数μは、脱水槽側面３０ｂの
面の状態と脱水槽側面３０ｂに接する摩擦接触部材１２ｂの面の状態とによって定まる。
【００８２】
　物体が静止している限界でかかっている力、すなわち物体が動き出す直前にかかってい
る静止摩擦力Ｆｍを最大静止摩擦力Ｆｏという（単位はＮ）。
脱水槽側面３０ｂに対して摩擦接触部材１２ａが下方向に滑らない条件は、
最大静止摩擦力Ｆｏ≧重力Ｗａである。
重力Ｗａは、摩擦接触部材１２ａにかかる重力方向の力である。
同様に、脱水槽側面３０ｂに対して摩擦接触部材１２ｂが下方向に滑らない条件は、
最大静止摩擦力Ｆｏ≧重力Ｗｂである。
ここで、摩擦接触部材１２ａと摩擦接触部材１２ｂとは、同じ材質で、かつ、脱水槽側面
３０ｂに接する部分の形状・処理が同一であるので、両者の脱水槽側面３０ｂにおける摩
擦係数μの値は同一である。
【００８３】
　重力Ｗａは、遠心力伝達部材１１と、容器２０と、内容物４０と、容器装着部材１３お
よび容器装着部材１４とによる摩擦接触部材１２ａにかかる重力である。重力Ｗｂは、遠
心力伝達部材１１と、容器２０と、内容物４０と、容器装着部材１３および容器装着部材
１４とによる摩擦接触部材１２ｂにかかる重力である。
【００８４】
　遠心力伝達部材１１ａと遠心力伝達部材１１ｂとは若干寸法が異なるものの両者の質量
の差は小さいと考えることができるので、遠心力伝達部材１１による摩擦接触部材１２ａ
にかかる重力と摩擦接触部材１２ｂにかかる重力とは等しく、各々が遠心力伝達部材１１
と摩擦接触部材１２にかかる合計の重力Ｗ１１の半分の重力Ｗ１１／２と考えることがで
きる。
【００８５】
　また、容器２０と内容物４０と容器装着部材１３および容器装着部材１４とにかかる重
力Ｗｓは、容器２０と内容物４０と容器装着部材１３および容器装着部材１４とが摩擦接
触部材１２ａの近傍に配されるので、重力Ｗｓのほとんどが摩擦接触部材１２ａにかかる
重力であると考えることができる。よって、重力Ｗａ≒重力Ｗ１１／２＋重力Ｗｓ、重力
Ｗａ≒重力Ｗ１１／２と近似できる。
【００８６】
　一方、摩擦接触部材１２ａにかかる荷重Ｐａ（垂直抗力Ｐａ）は、遠心力Ｆ１とばね力
Ｆｂ／２の和である。
【００８７】
　遠心力Ｆ１は、遠心力伝達部材１１の質量の中で回転中心１１ｃの位置から摩擦接触部
材１２ａの先端までに分布する質量によって生じる総和の遠心力から、回転中心１１ｃの
位置から摩擦接触部材１２ａの手前の位置までの遠心力伝達部材１１ａの質量と摩擦接触
部材１２ａとの質量によって生じる遠心力（第１の部分遠心力）を差し引いたものである
。すなわち、遠心力Ｆ１は、容器２０の質量と内容物４０と容器装着部材１３の質量と容
器装着部材１４の質量とによって生じる遠心力である。
【００８８】
　遠心力Ｆ１の大きさは、総和の遠心力から第１の部分遠心力を差し引いたものとする理
由は以下である。第１の部分遠心力は、回転中心１１ｃの位置から摩擦接触部材１２ｂの
手前の位置までの遠心力伝達部材１１ｂの質量と摩擦接触部材１２ｂとの質量によって生
じる遠心力（第２の部分遠心力）の大きさと等しく、その方向は反対向きである。すなわ
ち、遠心力伝達部材１１ａと遠心力伝達部材１１ｂとは寸法（直径、厚味、長さ、形状）
が近似しており、また、遠心力伝達部材１１ａ、遠心力伝達部材１１ｂ、遠心力伝達部材
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１１ａはいずれも剛体であるので、相互に１８０°反対方向を向く第１の部分遠心力と第
２の部分遠心力とはキャンセルするので、これらの成分は摩擦接触部材１２ａにかかる遠
心力Ｆ１には含まれないとみなすことができる。必要であれば、小質量のカウンターウェ
イトを付加することによって正確に第１の部分遠心力と第２の部分遠心力とを等しくでき
る。
【００８９】
　脱水槽３０が回転している限り、定速回転であろうと回転数が変化する場合であろうと
以下の式で表される遠心力Ｆ１が脱水槽側面３０ｂ方向に作用する。遠心力Ｆ１は、正確
には微小区間の遠心力Ｆｅｂを半径０から回転半径Ｒまで積分して求めなければならない
が、以下の簡便な式を用いて説明を簡単にする。
遠心力Ｆ１＝（容器２０の質量と内容物４０と容器装着部材１３との回転半径Ｒにおける
等価質量）×（回転半径Ｒ）×（角速度ω）２である。
脱水槽３０の停止時においては、ばね力Ｆｂによって高粘度内容物収拾器具１０と脱水槽
３０との幾何学的位置が固定され、脱水槽３０の回転時においては、ばね力Ｆｂと遠心力
Ｆ１とによって高粘度内容物収拾器具１０と脱水槽３０との幾何学的位置が固定されて安
定に動作をする。
【００９０】
　なお、後述するが、摩擦接触部材１２ａの側と同様に、摩擦接触部材１２ｂの側にも容
器２０と内容物４０と容器装着部材１３とが備えられる場合（図７を参照）には摩擦接触
部材１２ｂの側にも遠心力が作用する。摩擦接触部材１２ａの側と、摩擦接触部材１２ｂ
の側とで、容器２０と内容物４０と容器装着部材１３との質量配置が同様であれば、摩擦
接触部材１２ａの側に働く遠心力と摩擦接触部材１２ｂの側に働く遠心力とは方向が１８
０異なり、大きさが同じであるので、両者はキャンセルする。そして、摩擦接触部材１２
ａの側にも、摩擦接触部材１２ｂの側にも、遠心力Ｆ１は働かない。
【００９１】
　結論としては、図１に示す場合には、脱水槽側面３０ｂが回転している場合には摩擦接
触部材１２ａにかかる荷重Ｐａ（垂直抗力Ｐａ）は、遠心力Ｆ１とばね力Ｆｂ／２の和で
あるが、脱水槽側面３０ｂが回転していない場合には摩擦接触部材１２ａにかかる荷重Ｐ
ａ（垂直抗力Ｐａ）は、ばね力Ｆｂ／２のみである。
また、脱水槽側面３０ｂが回転している場合も回転していない場合も摩擦接触部材１２ｂ
にかかる荷重Ｐｂ（垂直抗力Ｐｂ）は、ばね力Ｆｂ／２のみである。
よって、遠心力の助けを期待することなく、荷重Ｐａも荷重Ｐｂもばね力Ｆｂ／２のみで
あるとしてばね力を設定しなければ、常時、安定して高粘度内容物収拾器具１０を脱水槽
側面３０ｂに保持することができない。
【００９２】
　なお、図７に示す場合には、脱水槽側面３０ｂが回転している場合、脱水槽側面３０ｂ
が回転していない場合を問わず、摩擦接触部材１２ａにかかる荷重Ｐａ（垂直抗力Ｐａ）
は、ばね力Ｆｂ／２のみである。
また、脱水槽側面３０ｂが回転している場合も回転していない場合も摩擦接触部材１２ｂ
にかかる荷重Ｐｂ（垂直抗力Ｐｂ）は、ばね力Ｆｂ／２のみである。
【００９３】
　要するに、下方移動に対する最大静止摩擦力Ｆｏａｕ＝（ばね力Ｆｂ／２）×（下方移
動の摩擦係数μ）≧重力Ｗａ、かつ、下方移動に対する最大静止摩擦力Ｆｏｂｕ＝（ばね
力Ｆｂ／２）×（下方移動の摩擦係数μ）≧重力Ｗｂの条件が成立すれば、
脱水槽側面３０ｂの回転停止の最悪状態でも、摩擦接触部材１２ａは脱水槽側面３０ｂを
下方に滑ることなく同じ位置に留まり、摩擦接触部材１２ｂは脱水槽側面３０ｂを下方に
滑ることなく同じ位置に留まる。
ここで、摩擦接触部材１２ａの下方移動の摩擦係数μの値と、摩擦接触部材１２ｂの下方
移動の摩擦係数μの値とが同一であれば、最大静止摩擦力Ｆｏａｕ＝最大静止摩擦力Ｆｏ
ｂｕである。
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【００９４】
　仮に、摩擦接触部材１２ａまたは摩擦接触部材１２ｂの一方が滑った場合には、高粘度
内容物収拾器具１０は脱水槽３０の内部に脱落してもはやその機能を発揮できないことと
なる。よって、摩擦接触部材１２ａまたは摩擦接触部材１２ｂの一方たりとも滑ることが
ないようにしなければならない。
【００９５】
　さらに、図３に示す回転方向に作用する力の影響を検討する必要がある。回転方向に作
用する力は回転する物体の接線方向に生じる力であり、脱水槽３０の回転数が変化する場
合に生じる力である。
【００９６】
　脱水槽側面３０ｂの回転速度を回転速度Ｖとすると、
回転速度Ｖ＝（回転半径Ｒ）×（角速度ω）である（単位は、ｍ／ｓｅｃ）。
ここで、脱水槽側面３０ｂが定速で回転している場合には慣性の法則に従って摩擦接触部
材１２ａおよび摩擦接触部材１２ｂも脱水槽側面３０ｂと同じ速度で回転をしているので
両者の相対加速度は０（零）である。この場合には、回転力Ｆ２ａおよび回転力Ｆ２ｂ（
図３を参照、◎は紙面裏面から紙面表面に向かう力を表し、×は紙面表面から紙面裏面に
向かう力を表す）は０（零）であり、紙面裏面から紙面表面に向かう力も紙面表面から紙
面裏面に向かう力も働かない。
【００９７】
　脱水槽側面３０ｂの回転速度を変化させた場合には、摩擦接触部材１２ａおよび摩擦接
触部材１２ｂは、慣性の法則に従いそれ以前の速度を維持しようとするので回転力Ｆ２ａ
および回転力Ｆ２ｂの各々が０ではなくなる。
回転力Ｆ２ａ＝（回転半径Ｒにおける等価質量）×（回転半径Ｒ）×ｄ（角速度ω）/ｄ
（時間）である（単位は、Ｎ＝ｋｇ・ｍ／ｓｅｃ２）。
ここで、回転半径Ｒにおける等価質量は、回転中心１１ｃから摩擦接触部材１２ａまでに
分布する質量を回転半径Ｒにおける質量に換算するものである。同様に、
回転力Ｆ２ｂ＝（回転半径Ｒにおける等価質量）×（回転半径Ｒ）×ｄ（角速度ω）/ｄ
（時間）である。ｄ（角速度ω）/ｄ（時間）は角速度ωの時間微分である。
【００９８】
　紙面表面から紙面裏面に向かう方向に増速する場合、または、紙面裏面から紙面表面に
向かう方向に減速する場合に、紙面裏面から紙面表面に向かう回転力が働く。一方、紙面
裏面から紙面表面に向かう方向に増速する場合、または、紙面表面から紙面裏面に向かう
方向に減速する場合に、紙面表面から紙面裏面に向かう回転力が働く。
【００９９】
　上述した、摩擦接触部材１２ａが脱水槽側面３０ｂを下方に滑ることがない条件と同様
に、摩擦接触部材１２ａが脱水槽側面３０ｂを回転方向に滑ることがない条件は、脱水槽
側面３０ｂの回転が停止して遠心力が働かない最悪状態において、
回転移動の最大静止摩擦力Ｆｏａｒ＝（ばね力Ｆｂ／２）×（回転移動の摩擦係数μ）≧
回転力Ｆ２ａ、かつ、回転移動の最大静止摩擦力Ｆｏｂｒ＝（ばね力Ｆｂ／２）×（回転
移動の摩擦係数μ）≧回転力Ｆ２ｂである。
ここで、遠心力伝達部材１１ａおよび遠心力伝達部材１１ｂの剛性が十分高いので回転力
Ｆ２ａ＝回転力Ｆ２ｂとなり、Ｆｏａｒ＝Ｆｏｂｒである。
【実施例１】
【０１００】
　以下において、一実施例における、洗濯機の脱水槽３０および容器２０、高粘度内容物
収拾器具１０について説明する。
【０１０１】
　図１に示す構成の高粘度内容物収拾器具１０を設置する洗濯機は、全自動一槽式洗濯機
（登録商標ナショナル：ＮＡ－Ｆ５０Ｅ型／５０リットル）である。脱水槽３０の直径は
４０ｃｍ（センチメータ）、すなわち、脱水槽３０の回転半径Ｒは２０ｃｍである。脱水
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槽３０の回転速度は約１０００ｒｐｍである。容器装着部材１３および容器装着部材１４
が保持する容器２０は、マヨネーズの３５０ｇ（グラム）入り容器である。マヨネーズ容
器の長手方向の全長は１９ｃｍである。
【０１０２】
　円柱状の遠心力伝達部材１１ａに円柱状の遠心力伝達部材１１ｂを挿入するようにして
、遠心力伝達部材１１ｂを回転させて遠心力伝達部材１１ａと遠心力伝達部材１１ｂとで
形成される遠心力伝達部材１１の長さを調整できるようにした。そして、遠心力伝達部材
１１が弓なりとなるように遠心力伝達部材１１ａおよび遠心力伝達部材１１ｂに弾性を持
たせるようにした。また、摩擦接触部材１２ａと遠心力伝達部材１１ａとを一体構成とし
、摩擦接触部材１２ｂと遠心力伝達部材１１ｂとを一体構成とした。なお、遠心力伝達部
材１１を構成する遠心力伝達部材１１ａと遠心力伝達部材１１ｂとを全長の調整をするこ
とがない切れ目のない一本の棒で形成して、遠心力伝達部材１１の全長は予め脱水槽３０
の直径に合わせ適宜なばね力が得られる長さとした場合についても実験をおこなったが同
様の効果が得られた。
【０１０３】
　この実施例では、遠心力伝達部材１１ａの外径の直径は１０ｍｍ（ミリメータ）、質量
は１５ｇ（グラム）、遠心力伝達部材１１ｂの外径の直径は１０ｍｍ、質量は１０ｇとし
た。摩擦接触部材１２ａの質量、摩擦接触部材１２ｂの質量は各々０．４ｇとした。容器
装着部材１３の質量、容器装着部材１４の質量は各々２ｇとした。遠心力伝達部材１１ａ
と遠心力伝達部材１１ｂとは上方に若干湾曲させ、ばね力Ｆｂとして約５Ｎが得られるよ
うにした。
【０１０４】
　容器２０の内容物取出口２０ａの先端部と脱水槽側面３０ｂとの距離が１ｃｍ、容器２
０の底部２０ｂと脱水槽側面３０ｂとの距離が２０ｃｍとなるように容器装着部材１３お
よび容器装着部材１４によって容器２０を保持した。すなわち、容器２０の底部２０ｂと
回転中心１１ｃとの距離が０ｃｍ、容器２０の内容物取出口２０ａの先端と回転中心１１
ｃとの距離が１９ｃｍとなるように容器装着部材１３および容器装着部材１４によって容
器２０を保持した。そして、洗濯機の動作を１０００ｒｐｍで７分間の脱水動作にして脱
水槽３０を回転させた。
【０１０５】
　以上の実施例において、（ばね力Ｆｂ／２）×（摩擦係数μ）≧重力Ｗａ、かつ、（ば
ね力Ｆｂ／２）×（摩擦係数μ）≧重力Ｗｂ、で表される条件を満たすことができた。こ
の条件は、摩擦接触部材１２ａおよび摩擦接触部材１２ｂが下方に落下しない条件である
。
【０１０６】
　また、同時に、（ばね力Ｆｂ／２）×（摩擦係数μ）≧回転力Ｆ２ａ、かつ、（ばね力
Ｆｂ／２）×（摩擦係数μ）≧回転力Ｆ２ｂ、で表される条件を満たすことができた。こ
の条件は、摩擦接触部材１２ａおよび摩擦接触部材１２ｂが回転方向に移動しない条件で
ある。そして、脱水モードで回転する脱水槽側面３０ｂの回転動作開始から回転動作完了
まで高粘度内容物収拾器具１０と脱水槽３０との幾何学的位置は固定されており安定に動
作した。
【０１０７】
　洗濯機の脱水槽を１０００ｒｐｍで回転させた場合における容器２０の内容物取出口２
０ａの先端部（半径１９ｃｍの位置）に加わる遠心加速度Ｇｅｂの大きさを計算式から求
める。
遠心加速度Ｇｅｂ（内容物取出口２０ａの先端部）＝（０．１９）×｛２π×（１０００
／６０）｝２＝２０８１．４７（ｍ／ｓｅｃ２）である。
（遠心加速度Ｇｅｂ（内容物取出口２０ａの先端部））／（重力加速度）＝２０８１．４
７／９．８０６６５＝２１２．２５である。
すなわち、内容物取出口２０ａの先端部においては重力加速度Ｇの約２１２倍の遠心加速
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度Ｇｅｂが脱水槽側面３０ｂ方向に作用して内容物取出口２０ａに内容物４０を移動させ
る。
【０１０８】
　洗濯機の脱水槽を１０００ｒｐｍで回転させた場合における容器２０の底部２０ｂ（半
径ｒ＝０の位置）に加わる遠心加速度Ｇｅｂの大きさを計算式から求めると、底部２０ｂ
の回転中心からの距離は０ｃｍであるので、遠心加速度Ｇｅｂ＝０である。
【０１０９】
　洗濯機の脱水槽を１０００ｒｐｍで回転させた場合における容器２０の底部２０ｂから
１ｃｍだけ内容物取出口２０ａの先端部に近づく点（半径ｒ＝１ｃｍの位置）に加わる遠
心加速度Ｇｅｂの大きさを計算式から求める。
遠心加速度Ｇｅｂ（底部２０ｂから内容物取出口２０ａ方向へ１ｃｍ）＝（０．０１）×
｛２π×（１０００／６０）｝２＝１０９．５５１０９（ｍ／ｓｅｃ２）。
（遠心加速度Ｇｅｂ（底部２０ｂから内容物取出口２０ａ方向へ１ｃｍ））／（重力加速
度）＝１０９．５５１０９／９．８０６６５＝１１．１７１１０２である。
すなわち、底部２０ｂから内容物取出口２０ａ方向へ１ｃｍ移動した点においては重力加
速度Ｇの約１１倍の遠心加速度Ｇｅｂが脱水槽側面３０ｂ方向に作用して内容物取出口２
０ａに内容物４０を移動させる。
なお、遠心加速度Ｇｅｂ＝重力加速度１Ｇとなる点は底部２０ｂから内容物取出口２０ａ
方向へ０．３ｃｍの点（半径ｒ＝０．３ｃｍの位置）であるのでこの実施例では、殆どの
内容物４０を内容物取出口２０ａに移動できることが分かる。
【０１１０】
　図４はこの実施例における内容物取出しの効果を示す写真である。図４の上段の写真は
手で何度もマヨネーズを絞り出した後の容器２０の写真である。図４の下段の写真は上述
した実施例の条件（１０００ｒｐｍで７分間の脱水動作）で洗濯機を脱水動作させた後の
容器２０の写真である。
【０１１１】
　図４の上段の写真と図４の下段の写真とを対比すると、図４の上段の手でマヨネーズを
絞り出した写真に比べて、図４の下段の洗濯機と高粘度内容物収拾器具１０を用いる場合
の写真のマヨネーズ収拾の効果の大きさが分かる。
【０１１２】
　「第１実施形態の種々の変形例」
（大型形状容器に対応する変形例）
上述したように一般家庭用洗濯機の脱水槽の通常の直径は４０ｃｍ程度であるので、上述
した実施形態の高粘度内容物収拾器具１０を用いる場合において内容物収拾の効果を生じ
る容器２０の最大の長さ（内容物取出口２０ａの先端から底部２０ｂまでの長さ）は脱水
槽の直径の半分の２０ｃｍである。容器２０の長さが２０ｃｍまでの場合には、脱水槽側
面３０ｂ、容器２０の内容物取出口２０ａ、容器２０の底部２０ｂ、回転中心１１ｃの順
で配置可能である（図１（ｂ）を参照）から容器２０の内容物４０の殆どすべてを内容物
取出口２０ａに向かって移動させて内容物４０を収拾できる。しかしながら、家庭用の容
器は２０ｃｍを超えるものもあるのが現状である。このような場合においても容易に、効
率的に内容物４０を取出す技術について説明をする。
【０１１３】
　図５は大型の容器に実施形態の技術を適用するための変形例の特徴部分を説明するため
の図である。
【０１１４】
　図５は変形例の特徴部分のみを表し、他の部分は実施形態におけると異なるものではな
い。先に示した実施形態においては、容器装着部材１３および容器装着部材１４を遠心力
伝達部材１１（実施例では遠心力伝達部材１１ａ）に直接に固着した。一方、この変形例
においては、傾斜部材１５を介して容器装着部材１３および容器装着部材１４を遠心力伝
達部材１１に固着しており、実質的には容器装着部材１３および容器装着部材１４を遠心
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力伝達部材１１に直接に固着するのと等価である。
【０１１５】
　すなわち、変形例では、さらに、容器装着部材１３および容器装着部材１４が装着され
る傾斜部材１５を備えている。そして、第１の摩擦接触部材１２ａの近傍の遠心力伝達部
材１１（第１の遠心力伝達部材１１ａ）の一点１５ａを回動中心とする傾斜部材１５を介
して容器装着部材１３および容器装着部材１４は遠心力伝達部材１１に固着されるように
している。このようにして、遠心力伝達部材１１に対して傾斜部材１５を傾けて遠心力伝
達部材１１の上に射影される容器２０の長さを脱水槽側面３０ｂの回転半径Ｒよりも短く
している。
【０１１６】
　傾斜角度設定部材(第１の傾斜角度設定部材)１６ａと傾斜角度設定部材(第２の傾斜角
度設定部材)１６ｂとを有する傾斜角度設定部材１６は、傾斜角度θを適宜に設定するた
めの部材である。傾斜角度設定部材１６ａの一端に傾斜角度設定部材１６ｂの一端は挿入
され、傾斜角度設定部材１６の全長が可変とされる。挿入量は締めつけリング１６ｃによ
って固定される。傾斜角度設定部材１６ａの他端は傾斜部材１５の一点１５ｂに回動可能
に取り付けられ、傾斜角度設定部材１６ｂの他端の一点１６ｄは遠心力伝達部材１１に回
動可能に取り付けられる。また、傾斜角度設定部材１６の長さが固定されている場合でも
、傾斜角度設定部材１６ｂの他端の遠心力伝達部材１１への取付位置を回転中心１１ｃ側
に移動すれば傾斜角度θをより小さくすることができ、脱水槽側面３０ｂの側に移動すれ
ば傾斜角度θをより大きくすることができる。
【０１１７】
　傾斜部材１５の傾斜部材長Ｌは回転半径Ｒよりも長い大型の容器２０の最大長である。
傾斜部材長Ｌと遠心力伝達部材１１の回転半径Ｒ（摩擦接触部材１２ａの先端から回転中
心１１ｃまでの長さ）と傾斜角度θとの３者の関係は、以下の式であらわされる。傾斜部
材長Ｌ＝回転半径Ｒ／Ｃｏｓθ
この式は傾斜部材１５の傾斜部材長Ｌの遠心力伝達部材１１に射影される長さが回転半径
Ｒと等しくなる条件、すなわち、傾斜部材１５に取付られる容器２０のすべての内容物に
内容物取出口２０ａの方向の遠心力が発生する条件を表している。
【０１１８】
　例えば、傾斜角度θ＝６０°（度）の場合には傾斜部材長Ｌは２×回転半径Ｒの長さと
なり、傾斜部材１５に取付可能な容器２０の理論最大長は２×回転半径Ｒである。先の実
施形態においては容器２０の理論最大長はＲであるから、図５に示す実施形態における傾
斜角度θ＝６０°の場合の理論最大長は２倍の２Ｒとなっている。傾斜角度θ＝０°であ
り、かつ、傾斜部材長Ｌが回転半径Ｒの場合は、先の実施形態におけると同様の作用を奏
する。傾斜角度θ＝９０°の場合には、容器２０の内容物取出口２０ａの方向の遠心力お
よび遠心加速度の大きさは０であるので容器２０の内容物を内容物取出口２０ａの方向に
移動させる効果は全くない。
【０１１９】
　内容物４０に働く遠心加速度Ｇｅｂの方向は遠心力伝達部材１１の延在方向と平行する
。遠心加速度Ｇｅｂの内容物取出口２０ａの方向の成分を遠心加速度Ｇｅｄとすれば、
遠心加速度Ｇｅｄ＝遠心加速度Ｇｅｂ×Ｃｏｓθ＝（半径ｒ）×（角速度ω）２×Ｃｏｓ
θである。
例えば、傾斜角度θ＝６０°の場合には、遠心加速度Ｇｅｄ＝遠心加速度Ｇｅｂ×１／２
である（図５を参照）。
【０１２０】
　（超小型形状容器に対応する変形例）
個人が使う化粧品類、家庭用調味料、接着剤等を入れる容器２０は特に小さく、小型チュ
ーブ容器と称される。そのために、小型チューブ容器を遠心力伝達部材１１に装着する容
器装着部材１３および容器装着部材１４は、締結バンドの幅が小さく長さも短く、容器装
着部材１３と容器装着部材１４との間隔も短い等の専用の小型化した構造としなければ小
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型チューブ容器を固着することが困難となってしまう。しかしながら、３５０ｇ入りマヨ
ネーズ等の容器２０を固着できる容器装着部材１３および容器装着部材１４をそのまま使
いながら小型チューブ容器に対応できれば便利である。そこで、以下のような補助ケース
５０を用い、小型チューブ容器を補助ケース５０に収納して、補助ケース５０を容器装着
部材１３および容器装着部材１４に固着するようにした。
【０１２１】
　図６は小型の容器に実施形態の技術を適用するための補助ケース５０を示す図である。
【０１２２】
　図６を参照して補助ケース５０について説明をする。補助ケース５０は補助ケース本体
５０Ａと補助ケース蓋５０Ｂとを有している。補助ケース本体５０Ａは、長手方向に伸び
る円柱状または角柱状の内部が空洞である筐体部材５０ａとテーパ部材５０ｂとガイド部
材５０ｃ、ガイド部材５０ｄ、ガイド部材５０ｅおよびガイド部材５０ｆとを有している
。筐体部材５０ａ、テーパ部材５０ｂ、ガイド部材５０ｃ、ガイド部材５０ｄ、ガイド部
材５０ｅ、ガイド部材５０ｆは一体成型されていてもよく、個別部材を貼り合わせるもの
であってもよい。
【０１２３】
　補助ケース本体５０Ａはその内部が見得る透明材料であることが好ましい。また、容器
装着部材１３と容器装着部材１４とによって補助ケース本体５０Ａが遠心力伝達部材１１
に締めつけられても変形しないように筐体部材５０ａ、テーパ部材５０ｂ、ガイド部材５
０ｃ、ガイド部材５０ｄ、ガイド部材５０ｅ、ガイド部材５０ｆは、硬質プラスチックス
等の比較的硬い材料で形成されることが好ましい。
【０１２４】
　ガイド部材５０ｃ、ガイド部材５０ｄ、ガイド部材５０ｅ、ガイド部材５０ｆは必ずし
も必要ではないが、ガイド部材５０ｃとガイド部材５０ｄとの間に容器装着部材１３を通
し、ガイド部材５０ｅとガイド部材５０ｆとの間に容器装着部材１４を通すことによって
補助ケース本体５０Ａはより確実に遠心力伝達部材１１に固着される。
【０１２５】
　テーパ部材５０ｂは小型チューブ容器である容器２０の内容物取出口２０ａの方向を第
１の摩擦接触部材１２ａの方向に向けるために設けられる部材である。筐体部材５０ａの
断面の最も長い距離Ｄ１は容器２０の内容物取出口２０ａと底部２０ｂとの距離Ｄ２より
も短くされる。このようにすれば、最初に内容物取出口２０ａを底部２０ｂよりも脱水槽
側面３０ｂに近い位置に配置すれば、補助ケース本体５０Ａによって囲まれる空間内で容
器２０がどのように移動しても底部２０ｂが内容物取出口２０ａよりも脱水槽側面３０ｂ
に近い位置になることはない。そして、補助ケース本体５０Ａが遠心力伝達部材１１の回
転に伴って回転すると遠心力の作用によって、図６に図示されるようにテーパ部材５０ｂ
の作用によって内容物取出口２０ａは脱水槽側面３０ｂの方向に向き、内容物４０は脱水
槽側面３０ｂ方向に移動する。
【０１２６】
　補助ケース蓋５０Ｂは容器２０が補助ケース本体５０Ａの内部から脱落することを防止
するための蓋である。例えば、上下方向面内に近い面内で低速回転するドラム方式洗濯機
の脱水槽を用いる場合の安全策である。補助ケース蓋５０Ｂがなくとも容器２０が補助ケ
ース本体５０Ａの内部から脱落することは通常はないので、補助ケース蓋５０Ｂは必ず必
要な部材という訳ではない。つまり、少なくとも、補助ケース本体５０Ａを備えれば、こ
の変形例における補助ケースとして実施可能である。
【０１２７】
　チューブ容器に入った化粧品等の内容物の粘度は高いものが多く、チューブ容器に対す
る粘着度も高いものが多い。よって、チューブ容器の内面に密着している化粧品等を移動
させるための遠心力も大きなものが必要となる。そこで、内容物を加熱して粘度を下げ、
移動しやすくすることが考えられる。具体的には、チューブ容器である容器２０とともに
、チューブ容器の外面を暖める暖房部材を補助ケース本体５０Ａに挿入する。また、望ま



(24) JP 5918889 B1 2016.5.18

10

20

30

40

50

しくは、チューブ容器を挿入した後に暖房部材を挿入すれば、チューブ容器が暖房部材よ
りも脱水槽側面３０ｂに近く配置されるのでチューブ容器の内容物には大きな遠心力が作
用する。また、暖房部材がチューブ容器を包み込むようにすれば、内容物の粘度を下げる
効果はより大きい。また、チューブ容器を包み込む暖房部材で予熱を与えた後に暖房部材
とともにチューブ容器を、または、暖房部材からチューブ容器を取出して補助ケース本体
５０Ａに挿入するようにしてもよい。さらに、補助ケース本体５０Ａの内面に断熱フィル
ムを配することも望ましい。暖房部材は、市販されている「携帯カイロ」と同等のもので
あってもよい。
【０１２８】
　（遠心力伝達部材の断面形状の変形例）
遠心力伝達部材１１の断面形状は楕円形として回転方向を長軸方向とすれば、遠心力伝達
部材１１の軽量化を図りながら脱水槽側面３０ｂの回転数が急激に変化する場合に生じる
回転力に対してより強い強度を有することができる。
【０１２９】
　（複数個の容器を同時に装着する変形例）
図７は、複数個の容器を同時に装着する変形例を示す図である。
【０１３０】
　食堂を営業する者は、多量のマヨネーズ、ケチャップ等を毎日使用し、毎日、多量のマ
ヨネーズ、ケチャップ等の使用済み容器を処理する必要に迫られる。このような場合に使
用済み容器を１個毎に回転槽にセットするでは時間が無駄である。質量が軽く、回転槽の
どの位置にでも装着できるという特徴を有する本実施形態の高粘度内容物収拾器具を変形
すれば、一度に複数個の使用済み容器を処理することができる。
【０１３１】
　図７に示す例は４個の使用済み容器を同時に処理する場合の例である。図７に示す高粘
度内容物収拾器具１０Ａは、遠心力伝達部材１１ａの側のみならず、遠心力伝達部材１１
ｂの側にも容器２０を配置する。さらに、高粘度内容物収拾器具１０Ａと同様の構造を有
する高粘度内容物収拾器具１０Ｂを脱水槽３０の内部にずらして配置して４個の容器を同
時に処理する。配置は、例えば、図７に示すように、水平方向に９０°ずらし、垂直方向
の位置をずらして配置するようにしてもよい。また、図７の配置に限られることなく、実
施形態の高粘度内容物収拾器具が軽いことを利用して、一般的には、水平方向の位置をず
らし、垂直方向の位置をずらして２個以上の複数個の高粘度内容物収拾器具を回転槽側面
に配置するようにしてもよい。
【０１３２】
　図８は遠心力伝達部材の周囲に複数個の容器を同時に装着する別の変形例を示す図であ
る。
【０１３３】
　図８（ａ）は脱水槽の縦方向断面図であり、図８（ｂ）はA-A'断面図であり、図（ａ）
に直交する面の断面図である。
【０１３４】
　実施形態の高粘度内容物収拾器具１０は軽量であることを特徴とするので、上述したよ
うに脱水槽３０の底部のみならず、脱水槽側面３０ｂのどのような位置にも配置できる。
このことは、遠心力伝達部材１１の周囲の３６０°に容器２０を配置できることを意味す
る。図８（ａ）、図８（ｂ）は、遠心力伝達部材１１の周囲に４個の容器２０Ａ、容器２
０Ｂ、容器２０Ｃ、容器２０Ｄと、９０°毎に装着した例である。容器２０Ａは容器装着
部材１３Ａおよび容器装着部材１４Ａによって、容器２０Ｂは容器装着部材１３Ｂおよび
容器装着部材１４Ｂによって、容器２０Ｃは容器装着部材１３Ｃおよび容器装着部材１４
Ｃによって、容器２０Ｄは容器装着部材１３Ｄおよび容器装着部材１４Ｄによって、各々
が遠心力伝達部材１１に装着可能とされる。容器装着部材１３Ａ、容器装着部材１４Ａ、
容器装着部材１３Ｂ、容器装着部材１４Ｂ、容器装着部材１３Ｃ、容器装着部材１４Ｃ、
容器装着部材１３Ｄ、容器装着部材１４Ｄの各々はリベット等で遠心力伝達部材１１に固
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着される。
【０１３５】
　（ばね力を可視化する変形例）
図９は、ばね力を可視化する変形例を示す図である。
【０１３６】
　使用する回転槽の径が特定されて高粘度内容物収拾器具の全長が固定されている場合を
除き、高粘度内容物収拾器具を使用する者は回転槽の径に合わせて少なくとも一度は適宜
のばね力を設定する必要がある。しかしながら手さぐりでばね力を設定するとなると多少
の熟練を要する。洗濯機の製造者毎に回転槽の材料、回転槽側面の処理（例えば、孔のあ
き具合等）にある程度の特徴があり、その結果として摩擦接触部材と回転槽側面との間の
摩擦係数μの値はばらつきがあるものの、適宜なばね力の大きさはそれ程異なるものでは
ない。そこで、ばね力の大きさが可視化できるようにしておけば、容易に高粘度内容物収
拾器具を回転槽側面に配置することができる。
【０１３７】
　図９（ａ）は遠心力伝達部材１１が弾性を有する場合における例であり、図９（ｂ）は
遠心力伝達部材１１と摩擦接触部材１２との間にコイルばね１２ｃを設ける場合における
例である。コイルばね１２ｃと遠心力伝達部材１１ａとの固着、および、コイルばね１２
ｃと摩擦接触部材１２ａとの固着に際しては、図示しないコイルばね固着部材を配して、
コイルばねを固着部材にねじ込むようにしてもよく、特に固着することなく、単に遠心力
伝達部材１１ａから摩擦接触部材１２ａが脱落することを防止するだけでもよい。
【０１３８】
　図９（ａ）を参照して遠心力伝達部材１１が弾性を有する場合について説明をする。挿
入量調整部材１１ｄは円柱形状をしており、その内面側に、ねじが形成されている。遠心
力伝達部材１１ａの端部の外面側にも図示するように、挿入量調整部材１１ｄのねじとか
み合うねじが形成されており、遠心力伝達部材１１ａの端部には長手方向に切り込みが形
成されている。よって、例えば、挿入量調整部材１１ｄを右回転させると遠心力伝達部材
１１ａの端部は遠心力伝達部材１１ｂの端部を締めつけて遠心力伝達部材１１の全長を調
整後に固定できる。遠心力伝達部材１１ｂの表面には、例えば、３１ｃｍ～４９ｃｍの範
囲の数が予め刻印等で記載されている。この長さは、この遠心力伝達部材１１を取り付け
る脱水槽３０の直径に対応する値である。
【０１３９】
　例えば、脱水槽３０の直径が４０ｃｍの場合には、挿入量調整部材１１ｄを丁度４０ｃ
ｍの表示線上に配すれば、摩擦接触部材１２ａの先端と摩擦接触部材１２ｂの先端との離
間距離が丁度４０ｃｍとなるように設定され、この状態では脱水槽側面を摩擦接触部材１
２ａの先端および摩擦接触部材１２ｂの先端に生じるばね力は零である。
【０１４０】
　そして、挿入量調整部材１１ｄを４０ｃｍ以上の値の表示線上に配すれば、遠心力伝達
部材１１が撓んで４０ｃｍからの増加値に応じたばね力を設定することが可能となる。例
えば、フックの法則が成立する線形領域では、４０ｃｍを２ｃｍ上回る４２ｃｍの表示線
上に挿入量調整部材１１ｄを配すれば、４０ｃｍを１ｃｍ上回る４１ｃｍの表示線上に挿
入量調整部材１１ｄを配したときの２倍のばね力が設定可能となる。
【０１４１】
　図９（ｂ）を参照して、遠心力伝達部材１１ａと摩擦接触部材１２ａとの間にコイルば
ね１２ｃを設ける場合について説明をする。遠心力伝達部材１１の全長の調整をする機構
部については図９（ａ）に説明したものと同様である。脱水槽３０の径に比べて高粘度内
容物収拾器具１０の長さ（遠心力伝達部材１１の全長に摩擦接触部材１２の長さを含んだ
長さ）が長くなる程コイルばね１２ｃが発生するばね力は強くなる。ばね力の強さは、ば
ねの圧縮量に比例するのでばねの圧縮量を可視化すれば、ばね力の強さを可視化できるこ
とになる。例えば、左端の破線円内の部分に示されるように、遠心力伝達部材１１ａに予
め刻印等で記載されているばね力の表示によってばね力の強さを直ちに知ることができる
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【０１４２】
　ばねの圧縮量が零の場合には摩擦接触部材１２ａに挿入される遠心力伝達部材１１ａの
量は最少であり遠心力伝達部材１１ａに予め刻印等で記載されているばね力の表示は「ば
ね力　零」となる。ばねの圧縮量が弱い場合には摩擦接触部材１２ａに挿入される遠心力
伝達部材１１ａの量は少し増え遠心力伝達部材１１ａに予め刻印等で記載されているばね
力の表示は「ばね力　弱」となる。ばねの圧縮量が中ぐらいの場合には摩擦接触部材１２
ａに挿入される遠心力伝達部材１１ａの量は中ぐらいであり遠心力伝達部材１１ａに予め
刻印等で記載されているばね力の表示が「ばね力　中」となる。同様に、ばねの圧縮量が
大きい場合には、ばね力の表示が「ばね力　強」となる。よって、高粘度内容物収拾器具
１０の使用者は、例えば、「ばね力　中」を目安にばね力を設定可能とする遠心力伝達部
材１１の全長の調整をする。ばね力の表示は弱・中・強に代えてニュートンを単位として
もよい。また、ばね力を強くする程、挿入量調整部材１１ｄの下の表示値は大きな値とな
る。
【０１４３】
　（第２実施形態）
第１実施形態の変形例の超小型形状容器に対応する実施形態では補助ケース本体５０Ａを
容器装着部材によって装着した。しかしながら、補助ケース本体５０Ａを遠心力伝達部材
１１に必ず着脱できるようにしなければならないという訳ではない、そこで、以下の様な
構成も実施可能である。以下の第２実施形態においては補助ケース本体５０Ａが遠心力伝
達部材１１に常時固着されている点に特徴があり、他の点には異なりがないので、第１実
施形態と同様の構成を有し同様の作用を奏する構成部には同一の符号を付して説明を省略
する。
【０１４４】
　第２実施形態の高粘度内容物収拾器具は、棒状の遠心力伝達部材１１と、遠心力伝達部
材の一方の端部に配される第１の摩擦接触部材１２ａと、遠心力伝達部材１１の他方の端
部に配される第２の摩擦接触部材１２ｂと、遠心力伝達部材に固着され、内部に容器を挿
入可能とする補助ケース本体５０Ａと、を備える。
【０１４５】
　補助ケース本体５０Ａは、遠心力伝達部材１１の伸びる方向の位置に応じて断面積がテ
ーパ状に変化するテーパ部材５０ｂを有し、テーパ部材５０ｂのより断面積が狭くなる方
向が第１の摩擦接触部材１２ａの方向となるようにして第１の摩擦接触部材１２ａから両
方の先端の離間距離の半分の長さを越えない範囲に固着される。
【０１４６】
　洗濯機の脱水槽側面３０ｂと、第１の摩擦接触部材１２ａおよび第２の摩擦接触部材１
２ｂの各々との間に生じる各々の摩擦力を遠心力伝達部材１１の全長に応じて変化するば
ね力によって可変とし、第１の摩擦接触部材１２ａと脱水槽側面３０ｂとの間に生じる摩
擦力を、第１の摩擦接触部材１２ａに加わる重力よりも大きく、かつ、脱水槽側面３０ｂ
が回転する際に第１の摩擦接触部材１２ａに加わる接線方向の回転力よりも大きくすると
ともに、第２の摩擦接触部材１２ｂと脱水槽側面３０ｂとの間に生じる摩擦力を、第２の
摩擦接触部材１２ｂに加わる重力よりも大きく、かつ、脱水槽側面３０ｂが回転する際に
第２の摩擦接触部材１２ｂに加わる接線方向の回転力よりも大きくするようにばね力を設
定可能とするものである。
【０１４７】
　このような補助ケース本体５０Ａに、容器２０の内容物取出口２０ａの方向を第１の摩
擦接触部材１２ａの方向に向けて挿入すれば、脱水槽側面３０ｂの回転によって生じる遠
心力は容器２０の内容物取出口２０ａの方向に作用し続ける。なお、補助ケース本体５０
Ａと遠心力伝達部材１１とを一体成型してもよい。
【０１４８】
　上述した各実施形態の構成部分の一部を、任意に組み合わせた実施形態も実施可能であ
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り、本発明の実施形態である。また、本発明は、上述した実施形態およびこれらの組み合
わせに限ることなく、同一の技術的思想を当然に含むものである。
【符号の説明】
【０１４９】
　１０高粘度内容物収拾器具、１０Ａ高粘度内容物収拾器具、１０Ｂ高粘度内容物収拾器
具、１１遠心力伝達部材、１１ａ遠心力伝達部材、１１ｂ遠心力伝達部材、１１ｃ回転中
心、１１ｄ挿入量調整部材、１２摩擦接触部材、１２ａ擦接触部材、１２ｂ摩擦接触部材
、１３容器装着部材、１３ａ外側側面、１３ｂ内側側面、１４容器装着部材、１４ａ外側
側面、１４ｂ内側側面、１５傾斜部材、１６傾斜角度設定部材、１６ａ傾斜角度設定部材
、１６ｂ傾斜角度設定部材、締めつけリング１６ｃ、２０容器、２０ａ内容物取出口、２
０ｂ底部、３０脱水槽、３０ｂ脱水槽側面、３０ｃ回転中心、４０内容物、５０補助ケー
ス、５０Ａ補助ケース本体、５０Ｂ補助ケース蓋、５０ａ筐体部材、５０ｂテーパ部材、
５０ｃガイド部材、５０ｄ　　ガイド部材、５０ｅガイド部材、５０ｆガイド部材、Ｆ１
遠心力、Ｆ２ａ回転力、Ｆ２ｂ回転力、Ｇｅｂ遠心加速度、Ｇｅｄ遠心加速度、Ｌ傾斜部
材長、Ｒ回転半径、Ｗ１１重力、Ｗａ重力、Ｗｂ重力、Ｗｓ重力、θ傾斜角度
【要約】
【課題】容器内の高粘度内容物を簡単に取り出す。
【解決手段】全長に応じてばね力が変化する遠心力伝達部材１１と、摩擦接触部材１２ａ
と、摩擦接触部材１２ｂと、遠心力伝達部材１１に固着される容器装着部材１３，１４と
、を備え、摩擦接触部材１２ａと脱水槽側面３０ｂとの間に生じる摩擦力を、摩擦接触部
材１２ａに加わる重力よりも大きく、かつ、回転槽側面が回転する際に摩擦接触部材１２
ａに加わる接線方向の回転力よりも大きくするとともに、摩擦接触部材１２ｂと脱水槽側
面３０ｂとの間に生じる摩擦力を、摩擦接触部材１２ｂに加わる重力よりも大きく、かつ
、回転槽側面が回転する際に摩擦接触部材１２ｂに加わる接線方向の回転力よりも大きく
するようにばね力を設定可能とする。
【選択図】図１
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