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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置の容器搭載箇所に投入された際に画像処理用流動性内包物を排出可能でフ
レキシブル領域を少なくとも１部有する易変形性容器を収納保管するための容器収納箱で
あって、
該容器収納箱は、容器収容部に内蔵する前記易変形性容器の上部に空間を有し、該易変形
性容器のランダムな変形を防ぎ収納保管する剛性側壁面を少なくとも１部有し、該剛性側
壁面は、前記易変形性容器が前記画像処理装置に投入された際に、その容器搭載箇所に収
納される形に該易変形性容器の形を規制するものであり、対向する２面の少なくとも片方
が傾斜して、対向面の間隙が徐々に先細りとなっており、対向傾斜する２壁面の両端部の
うち、間隙の大きいほうに前記側壁面と異なる開口面を有し、ヒンジ部を介して前記開口
面を開閉する方向に折曲可能な蓋舌片、及び、該開口面の該蓋舌片に対向する部分にヒン
ジ部を介して開閉方向に回動可能なフラップを具備し、該フラップのヒンジ部に、前記蓋
舌片の差込口を有することを特徴とする容器収納箱。
【請求項２】
　前記フラップの差込部の付け根に、切り込みを有することを特徴とする請求項１に記載
の容器収納箱。
【請求項３】
　複数の側壁面からなる方形部を有し、該方形部の少なくとも対向する２面で前記容器の
形を規制して、該容器との接面抵抗により容器位置を固定して収納することを特徴とする
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請求項１または２に記載の容器収納箱。
【請求項４】
　前記２面のうちの傾斜してない方の面が、開口面と直交することを特徴とする請求項１
乃至３のいずれかに記載の容器収納箱。
【請求項５】
　４つの側壁面を有し、少なくとも１面が傾斜して対向する２面とは別の２壁面も、同じ
く先細りとなるように傾斜することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の容器
収納箱。
【請求項６】
　開口面の反対側に、前記側壁面と異なる小面積面があることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれかに記載の容器収納箱。
【請求項７】
　箱を展開した場合、その板状部材の中央部に前記小面積面が位置することを特徴とする
請求項６に記載の容器収納箱。
【請求項８】
　少なくとも１面が傾斜して対向する２面のうち、傾斜している方の壁面部材の端部に突
起があることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の容器収納箱。
【請求項９】
　少なくとも１面が傾斜して対向する２面のうち、傾斜している方の面が前記開口面と交
わる端部鋭角稜線を開口面のヒンジとすることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに
記載の容器収納箱。
【請求項１０】
　表面に内容物に関する表記を有し、少なくとも１面が傾斜して対向する２面のうちの傾
斜面が上側（表側）となるように該表記が配置されたことを特徴とする請求項１乃至９の
いずれかに記載の容器収納箱。
【請求項１１】
　表面に内容物の取り扱いに関する表記を有し、内容物に関する表記の面と反対側にトナ
ー、現像剤等の内容物の補給方法を含む内容物及び易変形性容器の取扱い方を示す表記配
置を持つことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の容器収納箱。
【請求項１２】
　開口面に表記があり、該開口面への表記を鋭角稜線のヒンジ部が上となるように配置し
たことを特徴とする請求項９乃至１１のいずれかに記載の容器収納箱。
【請求項１３】
　収納箱の壁面が、箱型に折り曲げ可能な板材であり、組立状態での強度を落とさないよ
う折り目が付けられたものであることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれかに記載の
容器収納箱。
【請求項１４】
　組立状態での強度を落とさないように、前記開口部のヒンジの横にある稜線に、ミシン
目を設けたことを特徴とする請求項１に記載の容器収納箱。
【請求項１５】
　前記易変形性容器を接面抵抗で固定する緩衝材を内装し、角柱状であることを特徴とす
る請求項１乃至１４のいずれかに記載の容器収納箱。
【請求項１６】
　一部貼合せ端部を有し、箱内壁側の折曲箇所と、該貼合せ端部に曲面（Ｒ）を付けたこ
とを特徴とする請求項１乃至１５のいずれかに記載の容器収納箱。
【請求項１７】
　板紙材又はダンボール材を使用したことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれかに記
載の容器収納箱。
【請求項１８】
　前記収納される易変形性容器が、トナー、現像剤の収納容器であることを特徴とする請
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求項１乃至１７のいずれかに記載の容器収納箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容易に変形しやすい容器を梱包するための、容器収納箱に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来のトナー、現像剤の容器は、樹脂製のボトルや、カートリッジであったため、容器
の変形が起き難く、機械本体へのセットが容易であったが、近年は、環境面への配慮から
、使用材料の低減、廃棄時のごみの減容、削減を狙った、容易に変形しやすい袋等の容器
が流通しており、このような容器に粉体を充填し、直接カートリッジや、補完容器として
使用するようになってきた。
　この容易に変形しやすい容器をカートリッジとして使用する場合、輸送中に変形したり
、容器が変形したまま内容物が凝集化することにより、そのままでは機械本体へセットで
きない不具合が生じ、また、容器の首部分の折れ曲がりによって、誤セットを生じてしま
う不具合があった。また、トナーを排出する際に容器が減容し難くなり、トナー排出性が
安定せず、容器自身も完全に減容しなくなり、リセット時のハンドリングが悪くなる問題
が生じてしまう。その対策として、梱包材に緩衝材を使用した場合、廃棄する梱包材や梱
包コストが増えたり、箱が大きくなることで、輸送や保管効率が低くなったりする問題が
生じる。また、内容物である粉体の自重による凝集化の防止策として、横方向の保管を推
奨する必要もあった。
　そこで、容器を変形させずに輸送したり、梱包状態から容易に取り出すことができ、落
下時の緩衝効果もあり、なお且つ、容器が変形し難く、内容物が凝集化しても機械へのセ
ットに影響が出ず、上記のような問題を解決する梱包方法、梱包材料を提供する必要があ
った。
　また、容易に変形しやすいフレキシブル容器の収納、輸送、保管、取出し及び使用後の
回収については、フレキシブル容器の内容物が収納、輸送、保管時に膨らんでも支障なく
このフレキシブル容器を保持し、使用時には、フレキシブル容器を簡単に内容物ごと容易
に取り出すことができ、使用後のフレキシブル容器を減容した状態で収納、回収して再使
用に付すことができる必要がある。
【０００３】
　これに対し、段ボールに仕切りを付け、収納物品の変形を少なくし、収納物品を梱包、
保護出来る仕切付き段ボール箱が提案（例えば、特許文献１参照）されているが、このよ
うな物品を２個収納できる仕切付き段ボールでは、収納物品が１個単位の製品だと、どち
らか１個を容器収納箱から出した状態で販売しなければならず、販売後直ぐに使わない場
合、容器形状が崩れ、その状態で内容物が凝集化すると、機械本体へセットできなかった
り、また、緩衝材が増えてしまい、梱包コストが上がったり、廃棄する梱包材も増えてし
まったり、容器収納箱自体が大きくなってしまうため、輸送効率が下がるなどの問題があ
った。また、直方体形状を取りやすく、意匠性が低かった。
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３０３９１４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の目的は、上記従来技術に鑑みて、容易に変形しやすいトナー、現像剤
の容器を梱包する場合において、輸送時の容器の変形や、内容物の固化に伴う容器の変形
を抑え、機械本体へのセットに影響を与えず、また、緩衝材なしで容器を保護、固定し、
意匠性にも優れ、箱形への組立ても簡単でその上、強度にも優れた梱包材を提供すること
にある。
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　また、容易に変形しやすいフレキシブル容器の収納、輸送、保管、取出し及び使用後の
回収に際し、フレキシブル容器の内容物が収納、輸送、保管時に膨らんでも支障なくこの
フレキシブル容器を保持し、使用時には、フレキシブル容器を簡単に内容物ごと容易に取
り出すことができ、使用後のフレキシブル容器を減容した状態で収納、回収して再使用に
付すことができる梱包材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題は、本発明の（１）「画像処理装置の容器搭載箇所に投入された際に画像処理
用流動性内包物を排出可能でフレキシブル領域を少なくとも１部有する易変形性容器を収
納保管するための容器収納箱であって、
該容器収納箱は、容器収容部に内蔵する前記易変形性容器の上部に空間を有し、該易変形
性容器のランダムな変形を防ぎ収納保管する剛性側壁面を少なくとも１部有し、該剛性側
壁面は、前記易変形性容器が前記画像処理装置に投入された際に、その容器搭載箇所に収
納される形に該易変形性容器の形を規制するものであり、対向する２面の少なくとも片方
が傾斜して、対向面の間隙が徐々に先細りとなっており、対向傾斜する２壁面の両端部の
うち、間隙の大きいほうに前記側壁面と異なる開口面を有し、ヒンジ部を介して前記開口
面を開閉する方向に折曲可能な蓋舌片、及び、該開口面の該蓋舌片に対向する部分にヒン
ジ部を介して開閉方向に回動可能なフラップを具備し、該フラップのヒンジ部に、前記蓋
舌片の差込口を有することを特徴とする容器収納箱」、
（２）「前記フラップの差込部の付け根に、切り込みを有することを特徴とする前記第（
１）項に記載の容器収納箱」、
（３）「数の側壁面からなる方形部を有し、該方形部の少なくとも対向する２面で前記容
器の形を規制して、該容器との接面抵抗により容器位置を固定して収納することを特徴と
する前記第（１）項又は第（２）項に記載の容器収納箱」、
（４）「前記２面のうちの傾斜してない方の面が、開口面と直交することを特徴とする前
記第（１）項乃至第（３）項のいずれかに記載の容器収納箱」、
（５）「４つの側壁面を有し、少なくとも１面が傾斜して対向する２面とは別の２壁面も
、同じく先細りとなるように傾斜することを特徴とする前記第（１）項乃至第（４）項の
いずれかに記載の容器収納箱」、
（６）「開口面の反対側に、前記側壁面と異なる小面積面があることを特徴とする前記第
（１）項乃至第（５）項のいずれかに記載の容器収納箱」、
（７）「箱を展開した場合、その板状部材の中央部に前記小面積面が位置することを特徴
とする前記第（６）項に記載の容器収納箱」、
（８）「少なくとも１面が傾斜して対向する２面のうち、傾斜している方の壁面部材の端
部に突起があることを特徴とする前記第（１）項乃至第（７）項のいずれかに記載の容器
収納箱」、
（９）「少なくとも１面が傾斜して対向する２面のうち、傾斜している方の面が前記開口
面と交わる端部鋭角稜線を開口面のヒンジとすることを特徴とする前記第（１）項乃至第
（８）項のいずれかに記載の容器収納箱」、
（１０）「表面に内容物に関する表記を有し、少なくとも１面が傾斜して対向する２面の
うちの傾斜面が上側（表側）となるように該表記が配置されたことを特徴とする前記第（
１）乃至第（５）項のいずれかに記載の容器収納箱」、
（１１）「表面に内容物の取り扱いに関する表記を有し、内容物に関する表記の面と反対
側にトナー、現像剤等の内容物の補給方法を含む内容物及び易変形性容器の取扱い方を示
す表記配置を持つことを特徴とする前記第（１）乃至第（１０）項のいずれかに記載の容
器収納箱」、
（１２）「開口面に表記があり、該開口面への表記を鋭角稜線のヒンジ部が上となるよう
に配置したことを特徴とする前記第（９）項乃至第（１１）項のいずれかに記載の容器収
納箱」、
（１３）「収納箱の壁面が、箱型に折り曲げ可能な板材であり、組立状態での強度を落と
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さないよう折り目が付けられたものであることを特徴とする前記第（１）項乃至第（１２
）項のいずれかに記載の容器収納箱」、
（１４）「組立状態での強度を落とさないように、前記開口部のヒンジの横にある稜線に
、ミシン目を設けたことを特徴とする前記第（１）項に記載の容器収納箱」、
（１５）「前記易変形性容器を接面抵抗で固定する緩衝材を内装し、角柱状であることを
特徴とする前記第（１）項乃至第（１４）項のいずれかに記載の容器収納箱」、
（１６）「一部貼合せ端部を有し、箱内壁側の折曲箇所と、該貼合せ端部に曲面（Ｒ）を
付けたことを特徴とする前記第（１）項乃至第（１５）項のいずれかに記載の容器収納箱
」、
（１７）「板紙材又はダンボール材を使用したことを特徴とする前記第（１）項乃至第（
１６）項のいずれかに記載の容器収納箱」、
（１８）「前記収納される易変形性容器が、トナー、現像剤の収納容器であることを特徴
とする前記第（１）項乃至第（１７）項のいずれかに記載の容器収納箱」
により達成される。
【０００７】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明は、容易に変形しやすいトナー、現像剤、キャリア、を充填した易変形性容器を
梱包する場合において、予め機械本体へセットできる大きさ、又は形状に該容器を規制し
つつ収納する容器収納箱を用いて容器を梱包し、輸送時の容器の変形や、内容物の凝集化
による容器の変形ぐせを抑え、機械本体へのセットに影響を与えず、また、緩衝材なしで
容器を保護、固定する容器収納箱とすることで、梱包材から容易に取り出し機械本体へ適
正にセットすることができ、廃棄する梱包材を減らし、デッドスペースが少なく、輸送や
、保管効率、意匠性にも優れ、更に上記のような問題を解決した容器収納箱を提供するこ
とができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本明細書及び図面の詳細かつ具体的な説明から明らかなように、本発明により、容器が
変形して、機械本体へセットできなくなることを防ぐ効果が得られる。
　また、緩衝材なしで容器を保護できる効果と、梱包材の部品点数を減らせ、低コスト化
できる効果を得られる。また、例えば、口金を固定する部材がないので、箱の組み立て、
その中に梱包される変形可能容器の梱包、取出しが容易にできる効果が得られ、また、箱
内の容器収納部分の上部に空間が与えられることで、緩衝効果が得られ、また、各面をテ
ーパー形状にすることにより、容器の梱包、取り出しが容易となり、開封しやすくなる効
果が得られ、また、落下時の容器の首折れを防ぎ、所望される容器形状に忠実な形状で自
然に固定される効果が得られ、上下／左右に２個重ねて、輸送、保管時の省スペース化が
図れる効果が得られ、また、容器内容物の自重硬化防止のために、横置き、上下重ね置き
を直感しやすくなる効果が得られ、また、箱が重ねやすくなり、箱の糊付け等、製箱を自
動化しやすく、交互段差により、箱の集合物から１箱を取り出しやすくなり、開口した状
態で、重ね配置することができるので、梱包材保管の省スペース化効果が得られ、また、
特定位置に小さな面を与えることで、内容物の入った易変形性容器の逆さの縦置きを防止
し、折り曲げ、張り合わせを行うことで、落下強度をもたせられ、稜線先端部に凸部を設
けることで、２つを重ねても表示が見れるようになる効果が得られ、また、上下に重ねた
とき、滑り止めとなり、縦置きで掴む場合の指掛かりとなる効果が得られ、また、開封し
やすい直角稜線を上にして自然に容器の梱包、取り出しが出来る効果が得られ、また、縦
置きでも、横置きでも表記に違和感がなく、縦置きでも視認しやすい効果が得られ、また
、開封するときは、自然に開口面を上に向けるため、開口面に表記した操作手順を確実に
伝達できる効果が得られ、また、自然に横置きすると、開口面の表記を天地向けにできる
効果があり、また、各稜線にミシン目や折り目を設けたことにより、薄くたためるので、
効率よく輸送、廃棄ができる効果があり、また、小さく分解できるので、効率よく廃棄で
きる効果が得られる。
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　また、開口した際に、容器を取り出しやすいように開口部を広げられる効果が得られ、
また、変形する容器を固定でき、上下、左右、前後を問わず積み重ねし易く、意匠性にも
優れた効果が得られ、また、内側の張り合わせ部に曲面を設けることで、柔らかく薄い材
質の容器に、ピンホールやキズ、擦れによる破れを防止する効果が得られ、また、ダンボ
ール材質を使用することにより、容器の変形を防ぎ、箱強度を持たせる効果が得られる。
【０００９】
　さらに本発明において必須ではないが、少なくとも１面が傾斜して対向する２面とは別
の２壁面に、文字が左から右へ読むことができる表記を配置した場合には、横置きしたと
きに読めるように文字配列をすることで、横置きを推奨し、凝集化しやすい粉体内容物、
例えばトナーを入れた袋が長い／又は大きいものであるときは縦方向に堆積したトナーの
自重による凝集化を防ぐ効果が得られ、また、組立状態での強度を落とさない程度のミシ
ン目を付けた場合には、小さく分解できるので、効率よく廃棄できる効果が得られ、箱ご
と箱内に収納され内容物が充填された前記易変形性容器を振ることを表示した場合には、
変形し易いフレキシブル容器を箱ごと振ることを推奨することで、振り難い容器を、振り
やすくする効果が得られ、さらに、ダンボールのフルート方向を、長手方向とした場合に
は、箱強度を持たせ、側面の折り目を付け易くし、かつ小さく折り畳むことができるよう
にする効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明では梱包材料として、これに限る訳ではないが、Ｅフルート／Ｋ６の段ボールを
使用する。梱包材料は、これに限定されるものではなく、板紙等の一般的な板材、好まし
くは段ボール材質で構わない。
【００１１】
　以下、図面により本発明の容器収納箱の１例を具体的に説明する。
　図１は、該容器収納箱例の組立図であり、図２は、該容器収納箱例の展開図である。こ
の展開図で示される板材から組み立てられる図１の容器収納箱は、剛性の側壁面（ａ）（
ｂ）（ｃ）（ｄ）の４つの側壁面、蓋部材としての舌片（ｆ４）を起立させることにより
塞がれる広い開口面（ｆ）及びこの反対側の小面積面（ｅ）を有する６面体である。
【００１２】
　図１の容器収納箱に組み立てられる図２の展開図の板材には、ヒンジ部（ｍ）で折り曲
げ起立させられ広い開口面（ｆ）の蓋部材となる舌片（ｆ４）、ヒンジ部（ｍ）に対向す
る面に補強片となる開口面補強用フラップ（ｆ６）、舌片（ｆ４）とフラップ（ｆ６）以
外の、他の開口部２辺に対向して位置し開口面（ｆ）を補強するための開口面補強片（ｆ
１）（ｆ２）が設けられている、フラップ（ｆ６）は、容器収納箱に組み立てられたとき
に折目（Ｌ１）で折り曲げられ起立して、開口面（ｆ）の補強片となる。
【００１３】
　また、舌片（ｆ４）の先には挿入口（ｆ５）及びヒンジとなる折目（Ｌ５）を介して挿
入舌片（ｃ１）が設けられ、また、ヒンジ部（ｍ）に対向するフラップ（ｆ６）にはスリ
ット状切込み（Ｓ１）が設けられている。挿入舌片（ｃ１）は舌片（ｆ４）がヒンジ部（
ｍ）で折り曲げ起立させられ広い開口面（ｆ）の蓋となった状態の後、スリット状切込み
（Ｓ１）に挿入されて開口面（ｆ）の蓋を係止する。
【００１４】
　さらに、側壁面（ｄ）の部分の板材には、開口面補強片（ｆ３）が設けられ、この補強
片（ｆ３）は、折目（Ｌ4）で折り曲げ起立させ、更に先部分を折目（Ｌ３）で折り曲げ
たとき、先部分が対向する位置の舌片（ｆ４）の挿入口（ｆ５）に挿入可能な状態になる
。この挿入舌片（ｃ１）とスリット状切込み（Ｓ１）との係止、及び、補強片（ｆ３）と
舌片（ｆ４）の係止、の２重の係止により、この例の容器収納箱は、内容物が膨らんでも
、より確実に開口面（ｆ）の蓋、すなわち舌片（ｆ４）、を係止することができる。無論
、本発明においてはこの２重の係止は必ずしも不可欠のものではない。
【００１５】
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　更にまた、この例の容器収納箱においては、フラップ（ｆ６）の根本にスリット状切込
み（Ｓ２）が設けられ、この切込み（Ｓ２）に挿入された補強片（ｆ３）よって、この例
の容器収納箱は、内容物が膨らんでも、挿入口（ｆ５）に挿入されたフラップ（ｆ６）が
抜けることを防止し、更により確実に係止することができるようになる。補強片（ｆ３）
が起立したときにできる孔部（Ｐ１）の先部分（フラップ（ｆ６）にある孔部分）と挿入
口（ｆ５）は、この例の容器収納箱は組み立てられた箱の形のときに連通し、１つの孔部
を形成するが、この孔部は、組立状態のこの例の容器収納箱の開口部（ｆ）から補強片（
ｆ３）を外した後に、舌片（ｆ４）を切込み（Ｓ１）から外す、すなわち蓋を開けるため
、指で補強片（ｆ３）を操作するのに役立つ。
【００１６】
　また、このような切込み（Ｓ３）は、補強片（ｆ３）の根本にも設けられている。そし
て、この例の図２の展開図から理解されるように、この例の容器収納箱は、展開した板状
態から、中央の側壁面（ｅ）となる部分、すなわち、箱の対向傾斜する２壁面の両端部の
うち、間隙の小さいほうの部分を先端として組み立てることができ、また好ましい。
【００１７】
　図３は、この例の容器収納箱が、内部のフレキシブル容器の取り出しの後、折り畳む
ことができることを示すものである。図１及び２から判るように、この例の容器収納箱に
おいては、側壁面（ａ）に折畳用の折目（Ｌ６）が、側壁面（ｃ）に折畳用の折目（Ｌ７
）が、また舌片（ｆ４）に折畳用の折目（Ｌ８）がそれぞれ設けられており、この例の容
器収納箱は、内部のフレキシブル容器を取り出した後には折り畳んで減容することができ
る。ただし、側壁面（ｅ）（ｄ）（ｅ）にはこのような折目は設けられていない。したが
って、側壁面（ａ）（ｂ）で、厚さ方向に折り畳まれても、側壁面（ｅ）の近傍部分は減
容していないので、この部分に被収納物、例えば空になったフレキシブル容器を収納する
ことができる。
【００１８】
　図４～７には、その中にフレキシブルな袋状容器を収納し、使用前保管に際して又は使
用に際して、取り扱い易いように自然に配置、集合されたこの例の容器収納箱の使用態様
例が示され、図８には、このようなフレキシブル袋状容器を収納した容器収納箱の別の例
が示され、図９～１１には、このような容器収納箱からフレキシブル袋状容器中の内容物
を別の装置中に排出する機構の１例が示される。
【００１９】
　図１～８に示される例の容器収納箱は、この形に限る訳ではないが、複写機等の画像処
理装置の容器搭載箇所に投入され、画像処理用流動性内包物を円滑に排出可能な易変形性
のフレキシブル容器を収納保管するために好適に用いられる。この例の容器収納箱におい
ては、側壁面（ｄ）は開口面（ｆ）に対して直角に起立しておらず、直角以上に鋭角に起
立し、開口面（ｆ）側から小面積面（ｅ）側になるにしたがって対向する側壁面（ｃ）と
の間隙は徐々に狭くなっている。また、側壁面（ｃ）及び（ｄ）は矩形ではなく、図４～
８から明瞭に分かるように、開口面（ｆ）側が幅広になっている。これによって、中に収
容されるフレキシブル容器は保管時にその形が規制されてランダムな変形が回避され、か
つ、小面積面（ｅ）側から開口面（ｆ）に位置しがちとなって小面積面（ｅ）側に空隙が
自然に形成されてフレキシブル容器の首部の折れぐせを回避することができると共に、小
面積面（ｅ）側に空隙が自然にでき易くなって緩衝効果が得られ、而して複写機等の画像
処理装置の容器搭載箇所にそのまま搭載できるような形を保持し、かつ、内包物を円滑に
排出に最も重要な排出口の変形、変位が防止される。また、側壁面（ｃ）及び（ｄ）が矩
形でなく、開口面（ｆ）側が幅広になっていることにより、この例の容器収納箱の交互向
きに配置された集合物から所定の収納箱を容易につかみ取り出すことができる。
【００２０】
　容器収納箱においては、側壁面（ｃ）（ｄ）間の間隙の方は急に狭くなっており、側壁
面（ａ）（ｂ）間の間隙の方はあまり急激に狭くなってないが、但し、本発明における容
器収納箱は、無論、この例の形に限る訳ではなく、例えば、側壁面（ａ）（ｂ）、及び（
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ｃ）（ｄ）のうち、対抗する側壁面（ａ）（ｂ）の間隙が、又は側壁面（ｃ）（ｄ）の間
隙が徐々に狭くなっていてもよい。また、本発明の容器収納箱は、必ずしも方形である必
要はなく円形や曲面部分を有していてもよい。中に収容されるフレキシブル容器はその製
造法（ブロー成形、インフレーション成形）が反映されて、方形であるよりも円筒形のも
のである場合が多い。このような場合でも、要は、対向する部分の内壁の少なくとも一部
が上記要件を満たすことが必要となり、これにより、緩衝材なしで容器を保護できる効果
と、梱包材の部品点数を減らせ、低コスト化できる効果が発揮され、また、固定する部分
がないので、箱の組み立て、その中に梱包される変形可能容器の梱包、取出しが容易にで
きるという効果が発揮される。
【００２１】
　図２に示される展開図のダンボール材から組み立てられるこの例においては、容器収納
箱の剛性側壁面（ｃ）の両側の折目（ｈ１）（ｈ２）を内側に折ることにより剛性側壁面
（ａ）（ｂ）となる側壁面部分（ａ１）（ｂ１）を起立させ、剛性側壁面（ｄ）の両側の
折目（ｋ１）（ｋ２）を内側に折ることにより、同様に、側壁面（ａ）（ｂ）の補強材部
分（ａ２）（ｂ２）を起立させる。起立した補強材部分（ａ２）（ｂ２）は後程、側壁面
部分（ａ１）（ｂ１）の内側面に貼着される。
【００２２】
　側壁面部分（ａ１）（ｂ１）の位置と補強材部分（ａ２）（ｂ２）の位置は相互に入れ
代って、補強材部分（ａ２）（ｂ２）が剛性側壁面（ｃ）の両側に設けられ、代りに側壁
面部分（ａ１）（ｂ１）が剛性側壁面（ｄ）の両側に設けられていても無論よい。または
一部のみ入れ代って、例えば補強材部分側壁面部分（ａ１）と補強材部分（ａ２）は変わ
らず補強材部分（ｂ２）は側壁面部分（ｃ）に設けられる代わりに側壁面 （ｂ１）が側
壁面（ｄ）に設けられてよい。さらに、補強材部分（ａ２）（ｂ２）の大きさは、例えば
、側壁面部分（ａ１）（ｂ１）の大きさと同じであってもよい。開口面（ｆ）及びこの反
対側の小面積面（ｅ）の場合も同様で、開口面（ｆ）のための開口面片（ｆ１）（ｆ２）
と補強片（ｆ３）と舌片（ｆ４）を一部又は全部入れ替えることができる。これら事項は
、製作された箱の強度、製作の作業性及び製作時間、及び、原反板材から箱材の打ち抜き
時に切れ端の発生量を極力少なくしかつできれば打ち抜かれた部品点数を２つ以上に増加
させないという要求とのバランスにより決定される。
【００２３】
　小面積面（ｅ）の両側の折目（ｊ１）（ｊ２）を内側に折り曲げ、開口面（ｆ）を塞ぐ
ための蓋となる舌片（ｆ4）のヒンジ部となる折目（ｍ）、所望により両側の切り込み（
ｋ１）（ｋ２）と共に設けられるヒンジ部となる折目（ｍ）、舌片（ｆ４）の先端に設け
られた挿入舌片（ｃ１）のためのヒンジ部となる折目（ｎ１）、開口面（ｆ）のための開
口面補強片（ｆ１）（ｆ２）の折目（Ｌ１）（Ｌ２）、先端に設けられた挿入舌片（ｆ３
）のためのヒンジ部となる折目（Ｌ３）、所望により設けられるヒンジ部となる折目（Ｌ
４）、を内側に折り曲げ、補強材部分（ａ２）（ｂ２）の外側に糊付けしてこの補強材部
分（ａ２）（ｂ２）を側壁面部分（ａ１）（ｂ１）の内側に貼着できるようにする。
  小面積面（ｅ）には、箱組み立て後に突起（Ｇ）となるように、折目（ｊ２）を折り曲
げた際にも折り曲げられずに残る突起片（ｇ１）が設けられており、舌片（ｆ４）の先端
に設けられた挿入舌片（ｃ１）の折り曲げ部分には、これと反対側の挿入舌片（ｆ３）の
ための挿入口（ｆ５）が設けられている。これら説明は、上記各折目の折曲げ順序を説明
するためのものでないが、組み立てられる容器収納箱がよく理解できる。
【００２４】
　図４～８から明瞭に分かるように、この例の容器収納箱においては、対向傾斜する２壁
面（ｃ）（ｄ）の両端部のうち、間隙の大きいほうに前記側壁面と異なる開口面（ｆ）が
設けられており、内容物の取り出しを便利にしている。また、前記２面（ｃ）（ｄ）のう
ちの傾斜してない方の面（ｃ）が、開口面（ｆ）と直交しており、これにより、該容器収
納箱の横置き、重ね置きを直感し易くしている。また前記のように、４つの側壁面（ａ）
（ｂ）（ｃ）（ｄ）のうち、傾斜して対向する２面（ｃ）（ｄ）とは別の２壁面（ａ）（
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ｂ）も、同じく先細りとなるように傾斜している。さらに、開口面（ｆ）の反対側の小面
積面（ｅ）は、この容器収納箱を例えば机上に立てて置く場合に、底には、大面積開口面
（ｆ）を自然に選択し易くしている。
【００２５】
　また、この例の容器収納箱においては、傾斜して対向する２面（ｃ）（ｄ）のうち、図
７に示されるように、傾斜している方の壁面（ｄ）部材の小面積面（ｅ）側端部に突起（
Ｇ）が設けられており、これにより、２つの容器収納箱の傾斜している方の壁面（ｄ）同
士を向かい合わせ、積む等の場合に、上の収納箱が下の収納箱に係止されるようにしてい
る。さらに、対向する２面（ｃ）（ｄ）のうち、傾斜している方の面（ｄ）が開口面（ｆ
）と交わる端部鋭角稜線を開口面のヒンジ（ｍ）とすることにより、折り曲げられている
舌片（ｆ４）の戻りを容易にし、而して内容物取出しのための開口面（ｆ）の開封を容易
にしている。
【００２６】
　また、図４～８から明瞭に分かるように、表面の内容物に関する表記は、少なくとも１
面が傾斜して対向する２面のうちの、傾斜面（ｄ）が上側（表側）となるように配置し、
かつ、内容物の取り扱いに関する表記は、前記内容物に関する表記の面と反対側に、トナ
ー現像剤の内容物の補給方法を含む内容物、及び易変形性容器の取り扱い方を示す表記を
配置している。この表示は内容物がトナー等の凝集しやすいものである場合は、箱ごと箱
内に収納された前記易変形性容器を振ることを推奨するものを含む。
【００２７】
　この例の容器収納箱は、その壁面が、箱型に折り曲げ可能な板材であり、組立状態での
強度を落とさないよう折り目が付けられており、また、図中では個々のミシン目まで定か
ではないが、組み立て状態での強度を落とさない程度のミシン目が付けられている。また
、組み立て状態での強度を落とさないように、前記開口部のヒンジ（Ｌ３）及び（ｍ）の
横にある稜線に、前記ミシン目より細かいミシン目が設けられている。この例の容器収納
箱は、ダンボール材が使用され、強度的に問題がなく、また折目付けも簡単、確実になっ
ている。さらに、前記のように、一部貼り合わせ端部を有するものである。また、図４～
８から明らかなように、箱内壁側の折曲箇所と、該貼合せ端部に曲面（Ｒ）が付けられて
いる。
【００２８】
　また、本発明においては、前記易変形性容器を接面抵抗で固定する緩衝材を内装し、角
柱状であってもよい。収納される易変形性容器が、トナー、現像剤の収納容器である場合
には特に有効である。
【００２９】
　本発明において内部に収納される容器は、図１０に示されるように、内容物の排出口を
有するものであり、通常、この排出口を小面積面（ｅ）側にして収納箱に収納されている
が、これを、図９に示される幅（Ｌ）のフレキシブル容器投入口を有する別の機械に装填
する場合、図８に示されるように、傾斜して対向する２面（ｃ）（ｄ）を、フレキシブル
容器の長さ（Ｌ）を規制する側面規制保持部材として用いてもよい。
【００３０】
　また、図１１に１例が示されるように、トナーまたはトナーとキャリアを混合してなる
現像剤を収納する剤収納容器（３２０）であって、袋体であってよい密閉構造をなす剤収
納容器本体（３２１）に、収納したトナーまたは現像剤を排出するための剤排出部（３２
２）と、当該容器本体内に空気の流入を行なうための空気供給部（３３０）とが設けられ
ていることを特徴とする現像剤収納容器に好適に用いることができる。この現像剤収納容
器は、必要不可欠ではないが、トナー収納容器（３２０）のトナー排出部（３２２）には
トナーガイド口金部材（３２３）が、そして空気供給部（３３０）には空気供給用口金部
材（３３１）がそれぞれ超音波等により溶着されて一体的に結合されていてもよい。さら
に、袋体（３２１）はポリエチレンやナイロン等の樹脂製で、８０～１２０μｍ程度の厚
みを持ったフレキシブルなシートを単層または複層の構成にして作られていてもよく、こ
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の袋体（３２１）も超音波等によってその周辺部が溶着されて密閉構造となっていてもよ
い。袋体（３２１）を構成するシートの表面にアルミ蒸着処理することは静電気対策に有
効であり、また、トナーガイド口金部材（３２３）や空気供給用口金部材（３３１）もポ
リエチレンやナイロン等の樹脂製にすることができ、袋体（３２１）と同一材に設定すれ
ば、リサイクルするのに好都合である。一方、トナーガイド口金部材（３２３）は、容器
本体（３２０）と同質の材料から形成することができ、又は、付着トナーを簡単に除去可
能な硬質の材料から形成することができる。そして、袋体（３２１）にはその上部におい
てトナー排出部（３２２）と空気供給部（３３０）の間に仕切部材（３２４）が設けられ
ていてよく、仕切部材（３２４）は上部から下方へ向かって延び、袋体（３２１）の底部
近くまで達して２つの室を形成していてよい。この仕切部材（３２４）の下端と袋体（３
２１）底部までの開放部分が２つの室をつなげる連通部（３２６）となっていてよい。必
要不可欠ではないが、この容器本体（３２０）も、ブロー成形法などにより成形され、ト
ナー排出部を設けられた樹脂等から作られた空気供給用口金部材（３３１）に、例えば８
０～２００μｍ程度のポリエチレンやポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル等の樹脂
製又は紙製のフレキシブルなシートを単層または複層にして作られた袋体を固定して構成
することができ、一方、トナーガイド口金部材（３２３）は、容器本体（３２０）と同質
の材料から形成することができ、又は、付着トナーを簡単に除去可能な硬質の材料から形
成することができる。
【００３１】
　この現像剤収納容器も、使用後には、フレキシブルな現像剤収納容器本体（３２１）と
、現像剤排出部（３２２）とに容易に分解でき、また、容器本体の入口の上にシート状シ
ール材が添付され、その上から口金部材が被嵌されているので口金部材がトナーにより汚
染されることがなく、また、この口金部材は、複写機等へのトナー充填の際に用いられる
管状のトナー移送及び充填手段末端と同じ構造で互換性ある構造、例えばネジ嵌合機構が
設けられているので、複写機等へのトナー充填作業の際に手や衣服を汚すことがない。
【００３２】
　さらに、図１２に１例が示されるように、電子写真方式の画像形成装置に使用する粉体
のトナーが収納されるトナー収納容器であって、平面状に形成され、ほぼ平行であってよ
い少なくとも２つの面（４０２）、（４０７）を、トナー排出部（４１０）を除いた部分
に有することを特徴とし、箱型又は６面体等の多面体であり得るトナー収納容器」が記載
されている。このトナー収納容器は、必要不可欠ではないが、正面（４０２）および背面
（４０７）は同大、同形であって、下部へ向かうほど横幅が狭くなる台形に形成されてい
てよく、これとともに、例えば６面体の場合、他の４面よりも大きい面積を有していてよ
く、他の４面のうち少なくとも１部の面は曲面であってもよく、トナー排出孔（４１０）
はシール片によって閉鎖されていてもよい。
【００３３】
　このように構成されたトナー収納容器は、正面（４０２）および背面（４０７）が互い
に平行な平らな面となっているので、積み重ねて保管することができ、正面（４０２）お
よび背面（４０７）が他の４面よりも大きい面積を有しているときには、倒れが生じない
安定した状態で保管できるとともに、これを例えば縦置きした場合と比較して下部側のト
ナーが受ける単位面積当たりの重量が小さくなり、長期保管等によって生じ易いトナー凝
集を軽減することができ、また、例えば図中に示されるように、台形面を有するものを２
個合わせＡ４サイズ、Ａ５サイズの如き規格化されたサイズの形で収納、包装、保管、運
搬等をすることができ、且つ、使用後は折畳んで減容し低物流コストで回収することがで
きる。
【００３４】
　以上の例においては、易変形性容器を、トナーカートリッジとし、変形により、機械本
体にセットできない大きさに膨らまないよう規制する目的で、容器収納箱底断面の大きさ
を、機械本体へセットできる大きさである８５ｍｍ×１２０ｍｍとした。
　なお、機械本体の種類や、トナーの色によって内容量が変わることから、容器収納箱底
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面の断面積はこれに限らない。
【００３５】
　ここで、梱包材の２面を使って、位置の固定用材料や、緩衝材を使わず、接面抵抗で容
器を押さえられるように、図１～図８に示すような梱包材の形状を成形した。
　また、図１～図８に示すような梱包材の形状のうち、先細りしている部分を容器より高
くし、空間を設けて、緩衝効果を持たせた。また、図１～図８に示すような梱包材の形状
で、傾斜する面をヒンジとし、容器収納箱底面から開口するように、開口部を設けた。ま
た、傾斜する面の先端に図７のような突起部を設け、傾斜面へ重ねても、その突起により
、滑り落ちないようにした。
　また、図１～図８に示すような梱包材の形状で、側面に折り目を設け、折り畳めるよう
にし、各鋭角稜線上にミシン目を設け、更に、開口する蓋の鋭角稜線上には、容易に切り
取りが出来るようなミシン目を設け、より、開口時の取り出し性を高めた。
　さらに、傾斜する面が表側となるように印刷表記を施し、その反対面には、操作説明図
を配置した。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の容器収納箱の１例の組立斜視図である。
【図２】本発明の容器収納箱例の展開図である。
【図３】本発明の容器収納箱の１例を折り畳み減容した際の様子を示す斜視図である。
【図４】本発明おける使用前保管に際して又は使用に際して、取り扱い易いように自然に
配置、集合されたこの例の容器収納箱の使用態様例を示した図である。
【図５】本発明おける、使用前保管に際して又は使用に際して、取り扱い易いように自然
に配置、集合されたこの例の容器収納箱の使用態様例を示した別の図である。
【図６】本発明おける、使用前保管に際して又は使用に際して、取り扱い易いように自然
に配置、集合されたこの例の容器収納箱の使用態様例を示した別の図である。
【図７】本発明おける、使用前保管に際して又は使用に際して、取り扱い易いように自然
に配置、集合されたこの例の容器収納箱の使用態様例を示した別の図である。
【図８】本発明おける、使用前保管に際して又は使用に際して、取り扱い易いように自然
に配置、集合されたこの例の容器収納箱の使用態様例を示した別の図である。
【図９】本発明における、容器収納箱からフレキシブル袋状容器中の内容物を別の装置中
に排出する機構の１例が示した図である。
【図１０】本発明における、容器収納箱からフレキシブル袋状容器中の内容物を別の装置
中に排出する機構の１例が示した図である。
【図１１】本発明に用いられる現像剤収納容器の他の１例を表わした図である。
【図１２】本発明に用いられる現像剤収納容器の更に他の１例を表わした図である。
【符号の説明】
【００３７】
３２０  剤収納容器
３２１  剤収納容器本体（袋体）
３２２  剤排出部
３２３  トナーガイド口金部材
３２４  仕切部材
３２６  連通部
３３０  空気供給部
３３１  空気供給用口金部材
４０２  正面
４０７  背面
４１０  トナー排出部
ａ　側壁面
ｂ　側壁面
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ｃ　側壁面
ｄ　側壁面
ｅ　小面積面
ｆ　開口面
ａ１　側壁部分
ａ２　補強材部分
ｂ１　側壁部分
ｂ２　補強材部分
ｃ１　挿入舌片
ｆ１　開口面
ｆ２　開口面
ｆ３　補強片
ｆ４　舌片
ｆ５　挿入口
ｆ６　フラップ
Ｇ（ｇ１）　突起
ｈ１　折目
ｈ２　折目
ｊ１　折目
ｊ２　折目
ｋ１　折目
ｋ２　折目
Ｌ１　折目
Ｌ２　折目
Ｌ３　折目
Ｌ４　折目
Ｌ５　折目
Ｌ６　折目
Ｌ７　折目
Ｌ８　折目
ｍ　ヒンジ部
ｎ１　折目
Ｐ１　孔部
Ｓ１　切込み
Ｓ２　切込み
Ｓ３　切込み
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