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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　必要量の流動性材料を第二の容器に移す際に利用する容器であって、
　流動性材料を入れるための容器本体と、
　前記容器本体を上下逆さまにした状態で、且つ、容器本体の開口部を第二の容器の内側
底部に向けた状態で、該容器本体を第二の容器の縁に引っ掛けるための引っ掛け部と、
　前記容器本体と前記引っ掛け部との間に形成されており、第二の容器の縁を差し込むこ
とが可能な隙間と、を有しており、
　容器本体と引っ掛け部との間の前記隙間に第二の容器の縁を差し込むことによって、容
器本体が上下逆さで、第二の容器の内側でその縁にぶら下がった状態が確保されるととも
に、容器本体が第二の容器の内周面に当接する、ことを特徴とする流動性材料移動用の容
器。
【請求項２】
　前記引っ掛け部は、前記容器本体の外周面に固設され、把手としても機能するように構
成されている、ことを特徴とする請求項１に記載の流動性材料移動用の容器。
【請求項３】
　前記容器本体を第二の容器に引っ掛けた状態で該容器本体の姿勢を安定させるための姿
勢安定部を更に有する、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の流動性材料移動用の容
器。
【請求項４】
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　前記引っ掛け部は、
　前記容器本体を第二の容器に引っ掛けた状態で当該第二の容器をクランプするためのク
ランプ手段を具備する、ことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の流動性材料移
動用の容器。
【請求項５】
　前記引っ掛け部は、
　前記容器本体を引っ掛ける第二の容器のサイズに応じて変形可能に構成されている、こ
とを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の流動性材料移動用の容器。
【請求項６】
　前記引っ掛け部は、
　前記容器本体を第二の容器に引っ掛けた状態における、当該容器本体の高さ位置を調節
するための調節手段を具備する、ことを特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載の流動
性材料移動用の容器。
【請求項７】
　前記容器本体の内周面側に溝が形成されている、ことを特徴とする請求項１乃至６の何
れかに記載の流動性材料移動用の容器。
【請求項８】
　前記容器本体は断面楕円形状に形成されている、ことを特徴とする請求項１乃至７の何
れかに記載の流動性材料移動用の容器。
【請求項９】
　請求項１～８の何れかに記載の流動性材料移動用の容器を上下逆さまにした状態で引っ
掛けて使用するスタンドであって、流動性材料移動用の容器の引っ掛け部と係合可能な係
合部を有するスタンド。
【請求項１０】
　縦方向および／または横方向において伸縮可能に構成されている、ことを特徴とする請
求項９に記載のスタンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、必要量の流動性材料を、重力を利用して第二の容器（別容器）に移す際に利
用する容器と、この容器用のスタンドと、既存の計量カップなどの容器に後付けして用い
る引っ掛け器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、所定量の調味料を鍋などの第二の容器に移行させる際に用いる器具として計
量カップが利用されている。計量カップは、調理に必要な調味料の計量に用いられる、目
盛りが付いた容器である。
【０００３】
　調理において醤油や油といった調味料を使用する際に、調味料を目分量でいきなり鍋な
どに投入するのではなく、先ず必要量の調味料を計量カップに取り分け、それから当該計
量カップから鍋に調味料を移すことで、いつでも誰でも、同じ味を再現することが可能に
なる。そのため、計量カップは、家庭の台所や飲食店の厨房などにおいて広く用いられて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　調味料のなかでも、油、牛乳、醤油、ソース、マヨネーズといった粘度の高い液状調味
料は、そのドロッとした粘性ゆえに、計量カップを逆さにしても全液が計量カップから瞬
時に離脱することはない。すなわち、このような粘性調味料の全量を計量カップから離脱
させるためには、調味料の入った計量カップを手で持った状態で鍋の上で逆さに保持し、
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調味料が自重で計量カップから離脱しきるまで、そのままの状態でしばらく待っている必
要がある。
　しかしながら、調理場（特に飲食店の厨房など）では、限られた時間内で多くの仕込み
作業等を進める必要がある。そのため、計量カップを逆さにして手で持ち続ける作業（ソ
ースやマヨネーズといった液状調味料を計量カップから鍋に移す作業）は、手間がかかり
、限られた作業時間を無駄に浪費する。
【０００５】
　また、一部の調理人は、作業時間を節約する観点から、ソースやマヨネーズなどの液状
調味料が入った計量カップを鍋の上で振り下ろし、その勢いを利用して液状調味料を計量
カップから離脱させている。
　しかしながら、鍋の上で計量カップを振り下ろす作業は煩雑で手間がかかる。
　しかも、マヨネーズなどの液状調味料の場合には、計量カップを何度も振り下ろしても
、粘性が強いため、その多くが計量カップに残ってしまう。計量カップに調味料の多くが
鍋に移行せず、計量カップ内に残留した場合には、同じ味を再現できないことになる。つ
まり、計量カップからの調味料の離脱具合によって、料理の味にバラつきが生じるので、
常に同じ味を再現することができなくなる。
　また、計量カップから離脱することなくカップ内に残った調味料は、使用されることな
く洗い流されるため、調味料が無駄になるといった問題がある。
　また、計量カップ内にマヨネーズやソースが多量に付着すると、計量カップの洗浄に時
間がかかり洗浄効率が悪くなる。
　また、前述したように計量カップを振り下ろして調味料を離脱させる場合には、その際
の勢いで液状調味料が周囲に飛散し、台所や厨房を無駄に汚す虞がある。
【０００６】
　上述した従来技術の問題点に鑑み、本発明の目的は、手間をかけずに必要量の流動性材
料（液状調味料など）を鍋などの第二の容器に移行させることができ、また、食材を容器
内に残さず可能な限り使い切ることを可能にする、流動性材料移動用の容器、スタンド、
引っ掛け器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的は例えば、必要量の流動性材料を第一の容器から第二の容器に移す際に利用す
る当該第一の容器に関するものであって、流動性材料を入れるための容器本体と、前記容
器本体を上下逆さまにした状態で第二の容器に引っ掛けるための引っ掛け部と、を有する
流動性材料移動用の容器によって達成される。
【０００８】
　上記流動性材料移動用の容器において、前記引っ掛け部は、前記容器本体の外周面に固
設され、容器の把手としても機能するように構成されていることが好ましい。
【０００９】
　また上記流動性材料移動用の容器は、前記容器本体を第二の容器に引っ掛けた状態で該
容器本体の姿勢を安定させるための姿勢安定部を更に有することが好ましい。
【００１０】
　また上記流動性材料移動用の容器において、前記引っ掛け部は、前記容器本体を第二の
容器に引っ掛けた状態で当該第二の容器をクランプするためのクランプ手段を具備するこ
とが好ましい。
【００１１】
　また上記流動性材料移動用の容器において、前記引っ掛け部は、前記容器本体を引っ掛
ける第二の容器のサイズに応じて変形可能に構成されていることが好ましい。
【００１２】
　また上記流動性材料移動用の容器において、前記引っ掛け部は、前記容器本体を第二の
容器に引っ掛けた状態における、当該容器本体の高さ位置を調節するための調節手段を具
備することが好ましい。
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【００１３】
　また上記流動性材料移動用の容器では、前記容器本体の内周面側に溝が形成されている
ことが好ましい。
【００１４】
　また上記流動性材料移動用の容器では、前記容器本体は断面楕円形状に形成されている
ことが好ましい。
【００１５】
　また前述した目的は、流動性材料移動用の容器を上下逆さまにした状態で引っ掛けて使
用するスタンドであって、流動性材料移動用の容器の引っ掛け部と係合可能な係合部を有
するスタンドによって達成される。このスタンドは、縦方向および／または横方向におい
て伸縮可能に構成されていることが好ましい。
【００１６】
　また前述した目的は、必要量の流動性材料を第二の容器に移すための流動性材料移動用
の容器に後付けして使用する器具であって、前記容器を上下逆さまにした状態で第二の容
器に引っ掛けるための引っ掛け部と、前記引っ掛け部を前記容器に固定するための固定部
と、を有する引っ掛け器具によって達成される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る流動性材料移動用の容器によれば、必要量の流動性材料（例えば液状調味
料など）を第二の容器に移す際に、当該材料が重力の作用によって容器から離脱し、当該
容器から第二の容器に効率よく移すことができる。
　具体的には、以下の優れた効果が達成される。
【００１８】
　本発明に係る流動性材料移動用の容器（第一の容器）は、流動性材料を入れるための容
器本体と、この容器本体を上下逆さまにした状態で第二の容器（例えば鍋）に引っ掛ける
ための引っ掛け部と、を有する。
　このような引っ掛け部を具備することで、容器の開口部（注ぎ口）を下向きにした状態
で、且つ、容器が第二の容器の内側に位置した状態で、該容器を第二の容器の縁に引っ掛
けることができる。すなわち、流動性材料移動用の容器の開口部を第二の容器の内側底部
に向けた状態のままで、該容器を第二の容器に掛けてぶら下げることができる。
　したがって、油、牛乳、醤油、ソース、マヨネーズといった流動性材料が入った容器を
、単に第二の容器の縁に引っ掛けてぶら下げるだけで、当該容器から流動性材料を重力に
よって離脱させることができる。上下逆さの状態で第二の容器の縁に吊り下げられた容器
からは、ソースやマヨネーズといった流動性材料が、その自重によって第二の容器内に流
れ落ちる。したがって、容器を第二の容器に引っ掛けた状態のままで、しばらく放置して
おけば、重力によって、容器内の流動性材料のほとんどが当該容器から離脱し、第二の容
器の内側へ移行する。その際、容器を手で持っている必要はない。また、スプーンなどの
器具を使って容器から材料をかき出す必要もない。
　よって、本発明に係る流動性材料移動用の容器によれば、従来の計量カップなどのよう
に容器を逆さにして手で保持し続ける必要がないので（容器を引っ掛けた状態で放置して
おけばよいので）、容器から流動性材料を離脱させるのに手間がかからず（容器を逆さに
して持ち続けたり振り下ろすなどの煩雑な作業が不要なので）、台所や厨房等での限られ
た作業時間を有効活用することができる。
　また、容器を第二の容器に引っ掛けた状態のままで、しばらく放置しておけば、容器内
の流動性材料のほとんどが重力によって当該容器から離脱するので、容器であらかじめ計
量した必要量の流動性材料をほとんど残すことがなく、材料のほぼすべてを第二の容器の
方へ確実に移行させることができるので、常に正確な計量が可能となる。また、正確に計
量された材料を（ほとんど残さず）ほぼ全て第二の容器側に移すことができるので、その
結果、いつでも誰でも同じ味を再現することが可能になる。
　また、容器で取り分けた流動性材料のほぼすべてが第二の容器に移行し、ほとんど残さ
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ず使い切ることができるので、食材を無駄にすることがない。
　また、容器に流動性材料をほとんど残すことが無いので、容器使用後の洗浄効率が向上
する。
　また、従来のように、第二の容器の上で容器を振り下ろすなどの煩雑な作業が不要なの
で、流動性材料が周囲に飛び散ることがなく、台所や厨房を無駄に汚す虞が無くなるとい
った効果が達成される。
【００１９】
　また、本発明に係る容器において、引っ掛け部は容器の把手（ハンドル）としても機能
するように構成されている。これにより、容器が掴みやすくなり、当該容器の持ち運びな
どが容易になる。
【００２０】
　また、本発明に係る容器では、容器本体を第二の容器に引っ掛けた状態で該容器本体の
姿勢を安定させるための姿勢安定部を具備している。これにより、容器を第二の容器にぶ
ら下げた状態で、該容器のグラつきなどが防止され、流動性材料が確実に離脱する姿勢を
保持することができる。
【００２１】
　また、本発明に係る容器において、引っ掛け部は、容器本体を第二の容器に引っ掛けた
状態で当該第二の容器をクランプするためのクランプ手段を具備する。これにより、容器
の引っ掛け部は第二の容器の縁部分を挟持することができるので、第二の容器にぶら下げ
たときの姿勢を更に安定させることが可能になる。
【００２２】
　また、本発明に係る容器において、引っ掛け部は、容器本体を引っ掛ける第二の容器の
サイズに応じて変形可能に構成されている。これにより、種々のサイズ・形状の第二の容
器に対して容器を引っ掛けることが可能になる。
【００２３】
　また、本発明に係る容器において、引っ掛け部は、容器本体を第二の容器に引っ掛けた
状態における、当該容器本体の高さ位置を調節するための調節手段を具備する。
　このような調節手段を具備することで、引っ掛け部を把手としても機能させる場合に、
当該把手を持ち易さの向上に貢献することができる。
　また、容器の縁（引っ掛けた状態での容器の下端）が、第二の容器内の液面に触れない
ように、当該容器の高さ位置を調節することができる。したがって、調理中の料理などに
容器が触れることが無いため、容器や調理中の料理などを汚すことがない。
【００２４】
　また、本発明に係る容器では、容器本体の内周面側に溝（凹部）が形成されている。こ
の溝は、容器を上下逆にして第二の容器に引っ掛けた状態で、流動性材料を離脱方向（排
出方向）に誘導するための誘導溝として機能する。
　このような誘導溝を形成することで、容器からの流動性材料の排出が促されるので、該
流動性材料が重力の作用によって円滑に離脱するようになる。
　また、流動性材料が溝およびその近傍に集まって排出されるようになるので、容器の内
周面に付着し続ける流動性材料の量が減り、使用後の容器の洗浄が容易になる。
　なお、容器本体の断面形状を断面楕円形にした場合も同様の効果が達成される。
【００２５】
　また、本発明に係るスタンドは、容器を上下逆さまにした状態で引っ掛けて使用するス
タンドであって、容器の引っ掛け部と係合可能な係合部を具備する。容器を引っ掛けるこ
とができない第二の容器があっても、このようなスタンドを併用することで、容器から流
動性材料を離脱させる際の手間を省くことができる。
【００２６】
　また、本発明に係るスタンドは、縦方向および／または横方向において伸縮可能に構成
されている。これにより、容器を使用する際に、種々のサイズの第二の容器に対応するこ
とができる。
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【００２７】
　また、本発明に係る引っ掛け器具は、引っ掛け部と、この引っ掛け部を既存の容器など
に固定するための固定部と、を有する。このような引っ掛け器具を提供することで、本発
明に係る容器と同様の機能を、既存の計量カップ等に後付けすることができるので、台所
や厨房などにある既存の計量カップなど有効活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】流動性材料移動用の容器の第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】流動性材料移動用の容器の第１実施形態を示す側面図である。
【図３】流動性材料移動用の容器の第１実施形態を示す平面図である。
【図４】第１実施形態に係る流動性材料移動用の容器の使用例を示す側面図である。
【図５】図５(a)は図４の拡大図であり、図５(b)は図５(a)のＶ－Ｖ線に沿った断面図で
ある。
【図６】第１実施形態に係る流動性材料移動用の容器の収納例（使用前後の収納例）を示
す側面図である。
【図７】第２実施形態に係る流動性材料移動用の容器を示す図であって、図７(a)は流動
性材料移動用の容器を示す側面図、図７(b)は図７(a)のＷ－Ｗ線に沿った断面図、図７(c
)は図７(a)の引っ掛け部本体の内壁側を部分的に示す斜視図である。
【図８】第２実施形態に係る流動性材料移動用の容器の使用例を示す側面図である。
【図９】流動性材料移動用の容器の第３実施形態を示す側面図である。
【図１０】流動性材料移動用の容器の第４実施形態を示す側面図である。
【図１１】流動性材料移動用の容器の第４実施形態を示す側面図である。
【図１２】流動性材料移動用の容器の第５実施形態を示す側面図である。
【図１３】流動性材料移動用の容器の第６実施形態を示す斜視図と側面図である。
【図１４】流動性材料移動用の容器と併せて用いるスタンドの使用例を示す側面図である
。
【図１５】引っ掛け器具の使用例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明に係る「流動性材料移動用の容器」は、流動性材料を、重力を利用して第二の容
器（別容器）に移す際に用いる器具である。
【００３０】
　第二の容器とは、本発明に係る容器とは別の容器を指しており、その具体例としては、
例えば、鍋、深鍋、寸胴鍋、ボールなどの調理器具のほか、実験で使う各種容器、物品や
薬品などの製造過程で使う各種容器などが挙げられる。なお、第二の容器の種類は特に限
定されず、材料を収容可能な容積を持つあらゆる器具が含まれる。
【００３１】
　流動性材料の具体例としては液状調味料が挙げられ、より具体的には、例えば、油、牛
乳、醤油、ソース、マヨネーズといった比較的粘度の高い液状調味料が挙げられる。なお
、後述する実施形態では流動性材料の具体例として液状調味料が挙げるが、本発明を適用
可能な流動性材料は必ずしも調理用材料に限定されるものではなく、実験等で使用する流
動性材料、製造工場等で利用する流動性材料、その他のあらゆる流動性材料が含まれる。
【００３２】
　本発明である「容器」は、流動性材料を計量するための器具、または、流動性材料を小
分けする器具に関するものである。「計量するための器具」とは、例えば、計量カップや
実験器具などを使用する場合のように、（目分量でなく）正確な量の材料を取り分ける場
合に使用する器具を指す。また、「小分けする器具」とは、例えば、タンクや一斗缶など
に入っている流動性材料を、必要な分だけ（少量）取り分けて、別の容器に移す場合に使
用する器具を指す。
　また、本発明に係る「容器」とは、把手（ハンドル）の付いた器、柄手の付いた器など
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、流動性材料を収容可能な容積を持つ器具を広く含む趣旨である。したがって、本発明に
係る容器は、後述する実施形態で例示するカップ状容器に限定されるものではなく、柄杓
（ひしゃく）、杓子（しゃくし）、バケツのような器具なども含まれる。また、試験管、
ビーカー、フラスコなどの実験器具も、本発明に係る「容器」に含まれる。
【００３３】
　以下、
・「流動性材料移動用の容器」の具体例としてカップ状容器を挙げ、また、
・「流動性材料」の具体例として液体調味料を挙げ、さらに、
・「第二の容器」の具体例として調理器具である鍋を挙げて、
　添付図面に基づいて本発明の具体的実施形態について説明する。
【００３４】
（カップ状容器の構成）
　図１及び図２に示すカップ状容器１（計量カップ）は、耐熱性の樹脂素材または銅など
の金属材料から形成されている。樹脂素材を使用する場合には、透明または半透明の樹脂
を使用することが可能である。
【００３５】
　カップ状容器１は、所定量の調味料等を取り分けるための計量カップとして利用できる
ほか、取り分けた調味料等を鍋に移す際に食材移動器具として利用することが可能である
。
【００３６】
　このカップ状容器１は、主として、
・ソースやマヨネーズなどの液体調味料を入れるための容器本体３と、
・この容器本体３を上下逆さまにした状態で鍋の縁部分に引っ掛けるための引っ掛け部５
（フック）を有している。
【００３７】
　有底の容器本体３は、図３に示すように断面略円形または断面略楕円形に形成され、
・液体調味料を入れたり出したりするための開口部３１（注ぎ口）と、
・液体調味料を容器本体３から排出する際に排出方向に誘導するための誘導溝３３と、
・容器本体３を計量カップとして機能させるための目盛３５と、
・カップ状容器１を鍋に引っ掛けた状態で該容器の姿勢を安定させるための姿勢安定部３
７を有している。
【００３８】
　容器本体３に液体調味料を入れる際には、図１及び図２に示すようにその開口部３１を
上に向けた状態で、当該開口部から容器内に液体調味料を注ぎ込む。また、容器本体３か
ら液体調味料を排出する際には、カップ状容器１の上下を逆さにする。そのとき、容器本
体３内の液体調味料は、主として誘導溝３３を伝って自重により流れ落ち、開口部３１（
注ぎ口）から排出され、鍋のなかに添加される。
【００３９】
　誘導溝３３は、図１及び図３(a)に示すように、容器本体３の内周面側であって、該容
器本体３の中心軸を挟んで引っ掛け部５と対向する位置に形成されている。なお、本実施
形態では、この誘導溝３３を湾曲凹状に形成しているが、誘導溝の形状は特に限定される
ものではない。
【００４０】
　目盛３５は容器本体３の外周面に設けられている。なお、容器本体３を金属材料などで
形成する場合には、目盛３５を容器本体３の内周面側に設けてもよい。
【００４１】
　姿勢安定部３７は、容器本体３の外周面であって上端側に固設された２つの突起で構成
されている。この一対の突起からなる姿勢安定部３７は、引っ掛け部５の上端側と向き合
う位置に突設されている。姿勢安定部３７の具体的な機能・作用については後述する。
【００４２】
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　引っ掛け部５は、図１及び図２に示すように、側面視略Ｆ字状の形態（Ｆ字の上下を逆
さにした様な側面形状）を有しており、容器本体３の外周面から張り出すように固設され
ている。
【００４３】
　この引っ掛け部５は、把手（ハンドル）としても機能するように構成されており、略Ｌ
字状の引っ掛け部本体５１とステー５３を一体的に具備している。引っ掛け部本体５１お
よびステー５３の端部は、それぞれ、図１及び図２に示すとおり容器本体３の外周面に固
設されている。
【００４４】
　Ｌ字状の引っ掛け部本体５１の上端側には、オーバーハング状に容器本体３側に張り出
した湾曲部５５が形成されている。このような湾曲部５５を形成することで、図４に例示
するような使用状態で、カップ状容器１が鍋９の縁（外側に張り出したタイプの縁）に引
っ掛かりやすくなる。
【００４５】
　湾曲部５５の端部と容器本体３との間には、鍋の縁を挿通させる（差し込む）ための隙
間２が形成されている。図４及び図５に示すように、この隙間２に鍋９の縁（エッジ部分
）を差し込むことで、引っ掛け部５がフックとして機能し、カップ状容器１を上下逆さに
して鍋９の縁にぶら下げることができる。
【００４６】
　引っ掛け部５の上端側は、容器本体３の外周面に突設された姿勢安定部３７と対向して
いる。
【００４７】
　なお、上述した実施形態では、図３(a)に示すように容器本体３を断面略円形に形成す
るとともに、その内周面側に誘導溝３３を形成している。しかしながら、カップ状容器の
容器本体の形状は必ずしもこれに限定されるものではなく、例えば図３(b)に示すように
、誘導溝を省いて、容器本体３を断面略楕円形に形成することも可能である。
【００４８】
（カップ状容器から液状調味料を排出させるときの使い方）
　上述した構成のカップ状容器１の使い方を図４及び図５に例示する。
【００４９】
　図４及び図５に示す実施形態において、鍋９には、調理途中の料理（例えばカレーやス
ープなどの液状料理）が入っている。
　この調理途中の料理に添加すべき液状調味料を、必要な量だけカップ状容器１に取り分
けたら、次いで、図４に示すようにカップ状容器１を、鍋９の内側において鍋の縁に引っ
掛けてぶら下げる。
【００５０】
　そのとき、カップ状容器１を上下逆さまにして（すなわち、注ぎ口である開口部３１の
側を下に向け、底部の側を上に向けた状態で）、引っ掛け部５と容器本体３との間の隙間
２に鍋９の縁を差し込む。これにより、引っ掛け部５がフックとして機能し、カップ状容
器１が上下逆さの状態で、鍋９の内側でその縁にぶら下がった状態が確保される。引っ掛
け部５は着脱自在な状態で鍋９の縁に引っ掛けられるので、カップ状容器１を鍋９の縁に
ぶら下げた状態であっても、いつでも自由に取り外すことができる。
【００５１】
　なお、鍋９の曲率と容器本体３の曲率が違う場合には、鍋の内周面に対して容器本体が
１点で点接触することになるため、カップ状容器１をぶら下げたときの姿勢が不安定にな
る虞がある。そこで、本発明では図５(b)に示すように、引っ掛け部５と対向するように
容器本体３の外周面に突設した姿勢安定部３７を設けている。前述したとおり、この姿勢
安定部３７は、容器本体３の外周面から突き出た２つの突起で構成されている。このよう
な２つの突起からなる姿勢安定部３７を設けることで、常に、カップ状容器側の姿勢安定
部３７（２つの突起）が鍋側の内周面に対し２点で当接するので（図５(b)参照）、鍋９



(9) JP 5870416 B1 2016.3.1

10

20

30

40

50

と容器本体３の曲率の違いに関わらず、カップ状容器１をぶら下げたときの姿勢が安定し
、グラつくことながない。
【００５２】
　また、上述した特徴を具備するカップ状容器１によれば、カップ状容器の開口部３１（
注ぎ口）を下向きにした状態で、且つ、カップ状容器１が鍋９の内側に位置した状態で、
該カップ状容器を鍋９の縁に引っ掛けることができる。すなわち、カップ状容器１の開口
部３１を鍋９の内側底部に向けた状態のままで、該カップ状容器を鍋に掛けてぶら下げる
ことができる。
　したがって、油、牛乳、醤油、ソース、マヨネーズといった液体調味料が入ったカップ
状容器１を、単に鍋９の縁に引っ掛けてぶら下げるだけで、当該カップ状容器から液体調
味料を重力によって離脱させることができる。図４に示すように上下逆さの状態で鍋９の
縁に吊り下げられたカップ状容器１からは、ソースやマヨネーズといった液体調味料が、
その自重によって鍋内に流れ落ちる。したがって、カップ状容器１を鍋９の内側に引っ掛
けた状態のままで、しばらく放置しておけば、重力によって、カップ状容器１内の液体調
味料のほとんどが当該容器から離脱し、鍋９の内側へ移行する。その際、カップ状容器１
を手で持っている必要はない。また、スプーンなどの器具を使ってカップ状容器から材料
をかき出す必要もない。
　よって、本発明のカップ状容器によれば、従来のようにカップ状容器を逆さにして手で
保持し続ける必要がないので（カップ状容器を引っ掛けた状態でしばらくの間放置してお
けばよいので）、カップ状容器から液体調味料を離脱させるのに手間がかからず（カップ
状容器を逆さにして持ち続けたり振り下ろすなどの煩雑な作業が不要なので）、台所や厨
房等での限られた作業時間を有効活用することができる。
　また、カップ状容器を鍋に引っ掛けた状態のままで、しばらく放置しておけば、カップ
状容器内の液体調味料のほとんどが重力によって当該容器から離脱するので、カップ状容
器であらかじめ計量した必要量の液体調味料をほとんど残すことなく、液体調味料のほぼ
すべてを鍋の方へ確実に移行させることができので、常に正確な計量が可能となる。また
、正確に計量された液体調味料を（ほとんど残さず）ほぼ全て鍋側に移すことができるの
で、その結果、いつでも誰でも同じ味を再現することが可能になる。
　また、カップ状容器で取り分けた液体調味料を、ほとんど残さず使い切ることができる
ので、食材を無駄にすることがない。
　また、カップ状容器に液体調味料をほとんど残すことが無いので、カップ状容器の使用
後の洗浄が楽になる。
　また、従来のように、鍋の上でカップ状容器を振り下ろす作業が不要なので、液体調味
料が周囲に飛び散ることがなく、台所や厨房を無駄に汚す虞が無くなるといった効果が達
成される。
【００５３】
　また、本発明に係るカップ状容器１では、容器本体３の内周面側に誘導溝３３（凹部）
が形成されている。この誘導溝３３は、カップ状容器１を上下逆にして鍋９に引っ掛けた
状態で、液体調味料を離脱方向（排出方向）に誘導するための誘導手段として機能する。
　このような誘導溝３３を形成することで、カップ状容器１からの液体調味料の排出が促
されるので、該液体調味料が円滑に離脱するようになる。
　また、液体調味料が誘導溝３３およびその近傍に集まって排出されるようになるので、
容器本体３の内周面に付着し続ける液体調味料の量が減り、使用後のカップ状容器の洗浄
が容易になる。
　なお、図３(b)に例示すように、容器本体３の断面形状を断面楕円形にした場合も同様
の効果が達成される。
【００５４】
　また、本発明のカップ状容器は、例えば図６に示すように、台所や厨房の棚などにカッ
プ状容器を引っ掛けて乾燥させることも可能である。図６に示すように、開口部を下向き
または横向きにしてカップ状容器を乾燥させることで、当該カップ状容器の縁に汚れが付
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着することがなく、また、容器内に汚れが混入する可能性が低くなり、当該カップ状容器
の衛生状態を良好に保つことができる。
【００５５】
（流動性材料移動用の容器の第２実施形態）
　図７に基づいて、第２実施形態に係るカップ状容器１ｂについて説明する。
　なお、前述した第１実施形態と同様の構成については、図面において同一の符号を記載
し、その具体的説明を省略する。
【００５６】
　第２実施形態のカップ状容器１ｂが具備する引っ掛け部５ｂは、
・引っ掛け部本体５１ｂと、
・この引っ掛け部本体５１ｂに対して上下動可能に設けられた可動式ステー５３ｂを
　有している。
【００５７】
　可動式ステー５３ｂは、容器本体３を鍋に引っ掛けた状態における、当該容器本体の高
さ位置を調節するための調節手段として機能するようになっている。
【００５８】
　引っ掛け部本体５１ｂは、図７(b)の断面図に示すように、可動式ステー５３ｂを上下
方向でスライド可能に保持している。可動式ステー５３ｂを保持する引っ掛け部本体５１
ｂの内壁側には、図７(c)に示すように、突出した複数の段部５７が上下方向で一定の間
隔を隔てて形成されている。このような複数の段部５７を一定間隔で突設することにより
、可動式ステー５３ｂを上下方向でスライドさせる際に、一定距離スライドさせるたびに
、カチッといった感触（クリック感）を指先で感じることができる。またこのような段部
５７を形成することで、この段部５７がストッパーとして機能し、可動式ステー５３ｂを
所望の高さ位置に固定することが可能になる。
【００５９】
　上述した可動式ステー５３ｂを具備する第２実施形態のカップ状容器によれば、図８に
例示するように、カップ状容器１ｂの縁（引っ掛けた状態でのカップ状容器１ｂの下端）
が、鍋９内の液面に触れないように、当該カップ状容器の高さ位置を自在に調節すること
ができる。したがって、鍋９のなかの調理中の料理にカップ状容器１ｂが触れることが無
いため、カップ状容器や調理中の料理を汚すことがない。
【００６０】
　また、それぞれの使用者が手で掴み易いように且つ持ち易いように、ステー５３ｂの高
さ位置を調節することができ、その結果、引っ掛け部５ｂを把手（ハンドル）として機能
させる場合に、当該把手の持ち易さの向上に貢献することが可能になる。
【００６１】
（流動性材料移動用の容器の第３実施形態）
　図９に基づいて、第３実施形態に係るカップ状容器１ｃについて説明する。
　なお、前述した第１実施形態と同様の構成については、図面において同一の符号を記載
し、その具体的説明を省略する。
【００６２】
　第３実施形態のカップ状容器１ｃが具備する引っ掛け部５ｃは、
・側面視略Ｌ字形状の引っ掛け部本体５１ｃと、
・ステー５３と、
・クランプ部（クランプ手段）５９を具備する。
【００６３】
　クランプ部５９は、容器本体３を鍋に引っ掛けた状態で、当該鍋の縁部分をクランプ（
挟持）する役割を担う。
【００６４】
　このクランプ部５９は、バネ付きヒンジ５０を介して引っ掛け部本体５１ｃに連結され
ている。したがって、図９において実線で示すように、クランプ部５９の上端が容器本体



(11) JP 5870416 B1 2016.3.1

10

20

30

40

50

３の外周面に当接するように当該クランプ部は常に付勢されている。
【００６５】
　クランプ部５９は、バネ付きヒンジ５０の付勢力に抗して手で引っ張ることで、図９に
おいて２点鎖線で示すように、容器本体３の外周面から引き離すことができる。このよう
に容器本体３から引き離すことで、クランプ部５９の上端と容器本体との間に隙間２が生
じるので、前述した第１実施形態と同様に、この隙間２に鍋の縁を差し込むことができる
。
【００６６】
　そして、クランプ部５９と容器本体３の間の隙間２に鍋の縁を差し込んで後、当該クラ
ンプ部から手を離すと、バネ付きヒンジ５０によって付勢されたクランプ部５９と容器本
体３との間で鍋の縁が挟持される。
【００６７】
　このように、第３実施形態のカップ状容器１ｃによれば、クランプ部５９とバネ付きヒ
ンジ５０の作用によって、引っ掛け部５ｃは鍋を挟持することができるので、カップ状容
器１ｃを鍋にぶら下げたときの姿勢を更に安定させることが可能になる。
【００６８】
（流動性材料移動用の容器の第４実施形態）
　図１０及び図１１に基づいて、第４実施形態に係るカップ状容器１ｄについて説明する
。なお、前述した第１実施形態と同様の構成については、図面において同一の符号を記載
し、その具体的説明を省略する。
【００６９】
　第４実施形態のカップ状容器１ｄが具備する引っ掛け部５ｄは、側面視略Ｌ字形状の単
体の部材で構成され、第１実施形態で具備していたステーを省いている。このようにステ
ーを省くことで、カップ状容器を更に低コストで製造することができる。
【００７０】
　また、第４実施形態の略Ｌ字状の引っ掛け部５ｄは、図１１に示す如く、カップ状容器
を引っ掛ける鍋のサイズに応じて変形できるように、弾性部材で構成することも可能であ
る。このように、カップ状容器を引っ掛ける鍋のサイズに応じて弾性変形可能に引っ掛け
部５ｄを構成することで、種々のサイズ・形状の鍋に対してカップ状容器１ｄを引っ掛け
ることが可能になる。
【００７１】
（流動性材料移動用の容器の第５実施形態）
　図１２に基づいて、第５実施形態に係るカップ状容器１ｅについて説明する。なお、前
述した第１実施形態と同様の構成については、図面において同一の符号を記載し、その具
体的説明を省略する。
【００７２】
　第５実施形態のカップ状容器１ｄは、一対の引っ掛け部５，５を具備している。この引
っ掛け部５，５は、容器本体３の両側において対向するように固設されている。
【００７３】
　このカップ状容器１ｄを使用する際には、図１２に示すように、２本の線材６，６（ワ
イヤーや棒状部材など）を並行に鍋９の上端に架け渡す。次いで、各線材６を引っ掛け部
５の隙間２に挿し込むようにして、該引っ掛け部５を線材６に引っ掛ける。各線材６は弛
みが生じないように確りと鍋９に固定されているので、カップ状容器１ｄとその内側の液
体調味料の重量は、一対の引っ掛け部５，５と線材６，６を介して、鍋９によって支えら
れる。
【００７４】
　このような特徴を具備する第５実施形態に係るカップ状容器１ｅによれば、鍋９の縁部
分にカップ状容器を引っ掛けることができない場合であっても、手を使わずに容器１ｅ内
の液体調味料を（手を使わずに）重力を利用して離脱させることができ、鍋９の内側に当
該材料を確実に移すことができる。
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【００７５】
（流動性材料移動用の容器の第６実施形態）
　図１３に基づいて、第６実施形態に係る容器である柄杓（ひしゃく）１ｆについて説明
する。なお、前述した第１実施形態と機能的に同様の構成については、図面において同一
の符号を記載し、その具体的説明を省略する。
【００７６】
　第５実施形態の柄杓１ｆは、図１３(a)に示すように、
・液体調味料を入れるための容器本体３と、
・この容器本体３に固設された柄４（ハンドル）と、
・容器本体３の外周面に突設された一対の突起からなる姿勢安定部３７と、
・容器本体３の外周面から張り出すように固設された断面略Ｌ字状の引っ掛け部５ｆ（フ
ック）を具備している。
【００７７】
　この柄杓１ｆを使用する際には、図１３(b)に示すように、鍋９の縁に引っ掛け部５ｆ
を引っ掛けて、柄杓１ｆを鍋の縁にぶら下げる。このように、柄杓のような容器に引っ掛
け部を取り付けることで、手を使わずに柄杓１ｆ内の液体調味料を（手を使わずに）重力
を利用して離脱させることができ、鍋９の内側に当該材料を確実に移すことができる。
【００７８】
（カップ状容器をぶら下げることが可能なスタンド）
　次に、前述したカップ状容器と併せて使用するスタンド７について説明する。
　図１４にスタンド７の使用状態を示す。
【００７９】
　スタンド７は、前述したカップ状容器１を上下逆さまにした状態で（すなわち、注ぎ口
である開口部３１の側を下に向け、底部の側を上に向けた状態で）引っ掛けて使用する器
具である。
【００８０】
　このスタンド７は、
・調理台等の上に置くベース７１と、
・ベースに立設された縦軸７３と、
・この縦軸７３に接合された横軸７５と、
・この横軸７５に接合された係合部７７を有する。
【００８１】
　係合部７７は、図１４に示すように、カップ状容器１の引っ掛け部５と係合可能に構成
されている。つまりこの係合部７７をカップ状容器１の隙間２に挿し込むことで、当該カ
ップ状容器の開口部３１（注ぎ口）を下に向けた状態でぶら下げることができる。
　縦軸７３は、縦方向に伸縮可能に構成され、横軸７５は、横方向において伸縮可能に構
成されている
【００８２】
　カップ状容器を引っ掛けることができない鍋（例えば極端に厚みの大きな鍋など）があ
っても、このような特徴を具備するスタンド７を併用することで、カップ状容器１から液
体調味料を離脱させる際の手間を省くことができる。
【００８３】
　また、スタンド７は、縦方向および横方向において伸縮可能に構成されているので、カ
ップ状容器１を使用する際に、種々のサイズの鍋に対応することができる。
【００８４】
（既存の計量カップ等に後付け可能な引っ掛け器具）
　次に、既存の計量カップその他の容器に後付け可能な引っ掛け器具８（アタッチメント
）について説明する。図１５に引っ掛け器具８の使用状態を示す。
【００８５】
　図１５に例示するカップ状容器１ｊは、必要量の液体調味料を鍋に移す際に利用可能な
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既存の計量カップである。
【００８６】
　引っ掛け器具８は、カップ状容器１ｊに後付けするアタッチメント方式の器具であって
・カップ状容器１ｊを上下逆さまにした状態で鍋に引っ掛けるための引っ掛け部８１（フ
ック）と、
・引っ掛け部８１をカップ状容器１ｊの外周面に固定するためのベルト状固定部８３を有
する。
【００８７】
　ベルト状固定部８３は、例えば、ベロクロテープを具備するベルトやゴムベルトなどで
構成されている。
【００８８】
　この引っ掛け器具８を既存の計量カップなどに後付けする際には、ベルト状固定部８３
を容器１ｊの周囲に巻き付けるとともに、当該固定部８３で引っ掛け部８１を容器１ｊの
外周面に対し押さえ付けて固定する。
【００８９】
　このような特徴を具備する引っ掛け器具８を利用することで、本発明に係るカップ状容
器と同様の機能を、既存の計量カップ等に後付けすることができるので、台所や厨房など
にある既存の計量カップなど有効活用することができる。
【００９０】
　なお、上述した実施形態では、引っ掛け器具８を取り付ける容器として計量カップを例
示したが、引っ掛け器具８を適用可能な容器は計量カップなどのカップ状容器に限定され
るものではない。すなわち、本発明に係る引っ掛け器具は、既存のカップ状容器のほか、
試験管、ビーカー、フラスコなどの実験器具のほか、あらゆる容器に取り付けることが可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明に係る流動性材料移動用の容器は、流動性材料を第一の容器から第二の容器に移
す必要性のある現場、例えば、台所や厨房などの調理現場実験施設、物品や薬品などの製
造現場、実験施設、その他のあらゆる現場において利用することが可能である。
【符号の説明】
【００９２】
１　　　カップ状容器（流動性材料移動用の容器の第１実施形態／第一の容器）
１ｂ　　カップ状容器（流動性材料移動用の容器の第２実施形態／第一の容器）
１ｃ　　カップ状容器（流動性材料移動用の容器の第３実施形態／第一の容器）
１ｄ　　カップ状容器（流動性材料移動用の容器の第４実施形態／第一の容器）
１ｅ　　カップ状容器（流動性材料移動用の容器の第５実施形態／第一の容器）
１ｆ　　柄杓（流動性材料移動用の容器の第６実施形態／第一の容器）
１ｊ　　カップ状容器（第一の容器）
２　　　隙間
３　　　容器本体
４　　　柄
５　　　引っ掛け部（フック）
５ｂ　　引っ掛け部（フック）
５ｃ　　引っ掛け部（フック）
５ｄ　　引っ掛け部（フック）
５ｆ　　引っ掛け部（フック）
６　　　線材
７　　　スタンド
８　　　引っ掛け器具（アタッチメント）
９　　　鍋（第二の容器／別容器）
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３３　　誘導溝（凹部）
３５　　目盛
３７　　姿勢安定部（２つの突起）
５０　　バネ付きヒンジ
５１　　引っ掛け部本体
５１ｂ　引っ掛け部本体
５１ｃ　引っ掛け部本体
５３　　ステー
５３ｂ　可動式ステー（調節手段）
５５　　湾曲部（オーバーハング部）
５７　　段部
５９　　クランプ部（クランプ手段）
７１　　ベース
７３　　縦軸
７５　　横軸
７７　　係合部
８１　　引っ掛け部（フック）
８３　　ベルト状固定部
【要約】
【課題】手間をかけずに必要量の液状調味料を鍋に移行させることができ、また、液状調
味料を残さず可能な限り使い切ることを可能にするカップ状容器を提供する。
【解決手段】カップ状容器１は、液状調味料を入れるための容器本体３と、この容器本体
を上下逆さにした状態で鍋９の内側に引っ掛けるための引っ掛け部５を具備する。引っ掛
け部５は容器１の把手としても機能する。このような引っ掛け部５を具備することで、カ
ップ状容器１の開口部（注ぎ口）を下向きにした状態で、該カップ状容器を鍋の内側に引
っ掛けることができる。すなわち、カップ状容器１の開口部を鍋の内側底部に向けた状態
のままで、該カップ状容器を鍋の縁に掛けてぶら下げることができる。したがって、カッ
プ状容器を逆さにして手で保持し続ける必要がないので、カップ状容器から調味料を離脱
させるのに手間がかからず、厨房等での作業時間を有効活用できるようになる。
【選択図】図４
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】
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