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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フレアとフレア型アプリケーションのために改良されたプリフォームを提供する
。
【解決手段】内層と外層が互いに接着しない二つの異なる材料で、頂部と底部が結合され
た形状となるように、２成分射出成型プロセスによってプリフォームを作成する。又は、
内層と外層に同種材料を用いるときは、内層プリフォーム（又は外層プリフォーム）を一
次成形し、次いで非粘着性材料を該プリフォームの外面（又は内面）に塗布し、塗布後の
プリフォームを型内に挿入してインサート成形するプリフォーム。前記プリフォームは液
体分配装置の為のプリフォームであり、前記内層と外層が、前記プリフォームの底部と頂
部おいて、接着されているプリフォーム。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体分配装置のためのプリフォームであって、
　内層と、
　外層と、
を含み、
　前記内層と前記外層は、前記プリフォームの底部と頂部においてシール可能に接着され
る、
　プリフォーム。
【請求項２】
　前記外層が一体成形された圧力解除メカニズムを備えることで、前記外層が押圧された
ときに前記内部容器と前記外部容器の間の圧力が解除される、請求項１に記載のプリフォ
ーム。
【請求項３】
　前記内層および前記外層は、（ａ）同一材料または（ｂ）異なる材料のいずれか一つか
ら作られる、請求項１に記載のプリフォーム。
【請求項４】
　（ａ）前記内層と前記外層の両方がＰＥＴから作られるか、（ｂ）一つの層がＰＥＴで
作られており他の層がポリオレフィンから作られるか、（ｃ）前記内層がポリオレフィン
から作られ、前記外層がＰＥＴから作られるかのいずれか一つである、請求項３に記載の
プリフォーム。
【請求項５】
　前記内層および前記外層は２成分射出成形によって作られる、請求項１～４のいずれか
一項に記載のプリフォーム。
【請求項６】
　前記二つの層が同じ材料から作られる場合または実質的に同じ成形温度を有する場合、
非粘着性コーティングは、他の層を成形する前に、成形する予定の前記第１の層の少なく
とも一部に塗布される、請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項７】
　前記外部プリフォームが最初に成形される場合、前記非粘着性コーティングは前記外層
の内側に塗布され、前記内部プリフォームが最初に成形される場合、前記非粘着性コーテ
ィングは前記内層の外側に塗布される、請求項６に記載のプリフォーム。
【請求項８】
　ピストンフレア型ボトルが希望される場合、前記非粘着性コーティングが成形予定の前
記第１のプリフォームの下部のみに塗布される、請求項７に記載のプリフォーム。
【請求項９】
　前記内層と前記外層は前記２成分射出成形プロセスの終了時に前記ネック部と前記底部
で互いに接着される、請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項１０】
　前記外部容器が最初に成形され、前記外部容器の前記底部の中心に穴が残され、前記内
部容器が前記穴へ射出成形される、請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項１１】
　前記外部容器が最初に成形され、前記外部容器の前記底部の中心に穴が残され、前記内
部器が前記穴へ射出成形される、請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項１２】
　前記内部容器が最初に成形され、前記内部容器の前記底部に穴が残され、前記外部容器
が前記内部容器上へオーバーモールド成形される、請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項１３】
　前記内部容器の前記底部の前記穴が前記外部容器の内側底部からの垂直突起によってふ
さがれこれによって前記二つの容器を接合する、請求項１２に記載のプリフォーム。
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【請求項１４】
　前記内部容器はポリオレフィンおよびポリアミドのいずれか一つから作られる、請求項
５に記載のプリフォーム。
【請求項１５】
　前記内部容器は前記外部容器に対して定義された収縮率で縮むように構成されている、
請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項１６】
　前記内部容器を製造するための材料、前記内部容器が前記外部容器に相対して受ける収
縮度、これにより前記内部容器が耐えられる付随的高温充填最大温度が、所与のアプリケ
ーション、使用方法、または使用範囲に応じて設計される、請求項１５に記載のプリフォ
ーム。
【請求項１７】
　前記ネックが４ラグバヨネット仕上げを有している、請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項１８】
　前記ラグのうちの二つが引込み構造を有している、請求項１７に記載のプリフォーム。
【請求項１９】
　前記ラグはカバーが取り付けられるときにカバーが回り過ぎるのを防止するように構成
されているエンドリブを有している、請求項１７に記載のプリフォーム。
【請求項２０】
　前記二つのラグは取り付けられたカバーを外すために必要最小限の力を生成するように
構成されている戻り止めリブを有している、請求項１８に記載のプリフォーム。
【請求項２１】
　前記戻り止めリブは、キャップやふたが外れないように前記ネックから更なる量だけ径
方向外側に突出している、請求項２０に記載のプリフォーム。
【請求項２２】
　第１の材料から作られた外層と、第２の材料から作られた内層と、を含むプリフォーム
をブローしてボトルに形づける方法であって、
　前記第１の材料に対して最適なブロー温度範囲を決定するステップと、
　前記第１の材料に対して最適なブロー温度範囲を決定するステップと、
を含み、
　これらの温度範囲がオーバーラップしない場合、
　各材料の前記最適ブロー温度範囲がオーバーラップするように一つまたは両方の材料を
調節するステップと、
　調節に応じて、前記ブロー温度を前記二つの範囲のうち狭い方の範囲の中間温度になる
ように設定するステップと、
　を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、「フレアアプリケーションのための改良されたプリフォーム」と題され、
２０１０年１２月１７日に提出された米国特許仮出願６１　／４５９，７１２号の優先権
を主張する。
【０００２】
　本発明は、ブロー（吹込み）成形および分配技術に係り、より詳細には、フレア（Ｆｌ
ａｉｒ）およびフレア型の液体分配システムにおいて使用するための新型のプリフォーム
（予備成形品）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本出願の譲受人、ディスペンシング・テクノロジー有限責任株式会社（Ｄｉｓｐｅｎｓ
ｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｂ．Ｖ．）（ヘルモンド、オランダ）によって開発
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販売されているフレア技術は、例えば、液体などの製品を分配するための「ｂａｇ　ｉｎ
　ｂａｇ（袋の中の袋）」、即ち、内部容器と外部容器から成るシステムを利用している
。これらの二つの容器はプラスチック製のプリフォームから起こされ、その後、ブロー（
空気吹込み）によって仕上りサイズに成形される。この二つの容器、即ち、二つのプリフ
ォームシステムは、場合によっては、「２層（バイレーヤ）」容器またはプリフォームと
して知られている場合もある。従って、内部プリフォームおよび外部プリフォームが提供
され、これらは、いったんブローされて仕上がりサイズに成形されると、内部容器および
外部容器になる。内部プリフォームおよび外部プリフォームは、同一の材料、例えば、ポ
リオレフィンなどの同一材料から製造することができ、または、異なる材料、例えば、Ｐ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）とポリプロピレン（ＰＰ）などのポリオレフィンか
ら製造することができる。
【０００４】
　フレア（Ｆｌａｉｒ）技術は、例えば、内部容器と外部容器の間にある一定の圧力を維
持するために、空気などの変位媒体を利用する。この変位媒体が内部容器の内部に収容さ
れた液体が分配されるときに内部容器を収縮させ、液体が外気や環境に常に接触する必要
性を排除する。二つのフレアの容器はそれらの頂部と底部で接合され、２容器間に変位媒
体が入りまたは吸い上げる通路が提供される。これらの要素の作成および提供はプリフォ
ームの製造中に行う必要がある。
【０００５】
　内部プリフォームと外部プリフォームは同一材料または異なる材料から製造されるが本
質的に同等の成形温度を有する場合、これらの二つのプリフォームは互いの界面に沿って
溶着されないように特に配慮する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　更に、いくつかの状況において、二つのプリフォームは斬新かつより効率的な方法で成
形することができる。
【０００７】
　プリフォームを成形するための様々に改良された方法のみならず、異なる内容物に応じ
た斬新なデザインおよびバリエーションを提示する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　フレアとフレアタイプのアプリケーションのために改良されたプリフォームを提供する
。本発明の例示的な実施形態において、互いに接着しない二つの異なる材料がプリフォー
ムを作るために使用される場合、次に、このようなプリフォームは、同じ金型を用いて、
２成分射出成型プロセスによって作ることができる。このような例示的な実施形態におい
て、最初に外部プリフォームが形づけられ、その後、内部プリフォームが外部プリフォー
ムの底部に設けられた中心穴を通して成形することができる。その後、二つのプリフォー
ムは互いに接着される。二つの材料はＰＥＴとポリオレフィンのように互いに異なること
もあれば、または、例えば、第２のプリフォーム層の成形中に二つの材料の相互接着を避
ける工程がとられる場合は、二つの材料はＰＥＴ／ＰＥＴなどの同一であることもある。
このようなプロセスにおいて、非粘着性コーティングを、第２のプリフォームが第１のプ
リフォームに接触する、両プリフォームに介在する表面へ噴霧することができ、このよう
な塗布の後、２Ｃ（２成分射出成形）プロセスにおいても、第２の容器を成形することが
できる。本発明の様々な例示的な実施形態において、製造順序は外部プリフォームの後に
内部プリフォームでもよいし、内部プリフォームが先で外部プリフォームが後であってよ
い。外部プリフォームが先でその後に内部プリフォームを製造する場合、非粘着性コーテ
ィングは第１の成形された外部プリフォームの内側に噴霧され、その後に内部プリフォー
ムが成形される。その逆の場合、非粘着性コーティングは第１の成形された内部プリフォ
ームの外側に噴霧され、その後に外部プリフォームが成形される。本発明の例示的な実施
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形態において、内部容器を製造するための材料、内部容器が外部容器に相対して受ける収
縮度、このために内部容器が耐えられる付随的高温充填最大温度のすべてを所与のアプリ
ケーション、使用方法、または使用範囲に応じて設計することができる。
【０００９】
　米国特許や出願ファイルがカラーで作成された少なくとも一つの図面（ＰＣＴ出願おい
て、適用不可能）を含むことに留意されたい。カラー図面を含む本特許または本特許出願
公開の写しがご要望であれば、代金と引き換えに、米国特許庁から入手できます。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の例示的な実施形態による、空気弁を有する器具のために、容器内に空気
弁を設けない場合の例示的な２層ボトルとプリフォームを示す図である。
【図２】本発明の例示的な実施形態による、ボトルと空気弁との間に確実な接着を有する
、例示的な２層ボトルを示す図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態による、空気圧解除メカニズムを設けた、例示的な２
層ボトルを示す斜視縦断面図である。
【図３Ａ】本発明の例示的な実施形態による、オーバーモールド成形プロセスを用いて形
成された、空気弁を設けない場合の例示的なプリフォームを示す図である。
【図３Ｂ】本発明の例示的な実施形態によるプリフォームからボトルにブローするプロセ
スを示す図である。
【図３Ｃ】本発明の例示的な実施形態による、空気弁を設けない場合の例示的なボトルの
様々な細部を示す図である。
【図３Ｄ】図３Ｄに示したように、線Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、およびＥ－Ｅに沿って細部を示す
拡大断面図である。
【図３Ｅ】本発明の例示的な実施形態によるプリフォームから形成されたボトル内の層分
離プロセスを示す図である。
【図３Ｆ】本発明の例示的な実施形態による、給気装置の嵌合部に接触している内層の押
しピンを示す図である。
【図３Ｇ】押しピンによって作成された穴を介して給気装置から付与される正圧を取り入
れることによる層解除の初期段階を示す図である。
【図３Ｈ】押しピンによって作成された穴を介して給気装置から付与される正圧を取り入
れることによる層解除の初期段階を示す図である。
【図３Ｉ】層が分離された後で、給気装置がどのようにして低圧に移行して内層を外層の
形状や外郭に追従させるかを示す図である。
【図３Ｊ】図３Ｊは、ボトル内の層分離を説明する図である。
【図３Ｋ】図３Ｋは、ボトル内の層分離を説明する図である。
【図３Ｌ】本発明の例示的な実施形態による、層分離プロセスの最終結果を示す図である
。
【図４】本発明の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴの圧着ネック型プリフォーム
のための例示的な内部プリフォームおよび外部プリフォームであり、両プリフォームの頂
部がスピン溶接されることで互いが接着されることを示す図である。
【図４Ａ】本発明の例示的な実施形態による、標準フレアシステムのためのＰＥＴ／ＰＥ
Ｔプリフォームの外層と内層を示す図である。
【図４Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、標準フレアシステムのためのＰＥＴ／ＰＥ
Ｔプリフォームの外層と内層を示す図である。
【図４Ｃ】図４Ａおよび４ＢのＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームのために内層がどのようにし
て外層内へ組み立てられているかを示す図である。
【図４Ｄ】本発明の例示的な実施形態による、中心ピンの超音波変形により内層がどのよ
うに外層に接着されるかを示す図である。
【図４Ｅ】図４のＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームに関連して使用される一方向弁を示す図で
ある。
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【図４Ｆ】図４のＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームに関連して使用される一方向弁を示す図で
ある。
【図４Ｇ】本発明の例示的な実施形態による、図４Ｅと４Ｆの一方向弁の図４Ａおよび４
ＢのＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームに対する接着を示す図である。
【図５】本発明の例示的な実施形態による、組込み空気弁を有する器具に接着される際の
例示的な２層プリフォームのアセンブリの工程を示す図である。
【図５Ａ】例示的な電源コネクタが有る場合とない場合の例示的なプリフォームの細部を
示す拡大図である。
【図６】本発明の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＰプリフォームの製造における二
つの段階を示す図である。
【図６Ａ】本発明の例示的な実施形態による、回転を避けるためにフックを有する標準フ
レアアプリケーションにおいて使用するＰＥＴ／ＰＰプリフォームの２Ｃ成形における第
１の工程を示す図である。
【図７】本発明の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＰプリフォームの製造における二
つの段階を示す図である。
【図７Ａ】ＰＥＴ／ＰＥＰの小型標準バヨネットプリフォームの２Ｃ成形における第２の
工程を示す図である。
【図７Ｂ】図６Ａと図７Ａのプリフォームの内層と外層との間に密封接着を得るための方
法および幾何学的形状を示す図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの製造における
二つの段階を示し、外層が最初に成形されるときの図である。
【図８Ａ】本発明の例示的な実施形態による、回転を避けるためにフックを有する標準フ
レア２ＣＰＥＴ／ＰＥＰプリフォームの外層を成形する第１の工程を示す図である。
【図９】本発明の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの製造における
二つの段階を示し、外層が最初に成形されるときの図である。また、層間に非粘着性コー
ティングを付着させる図である。
【図９Ａ】層間に非粘着性コーティングを付着させる図である。
【図１０】本発明の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの製造におけ
る二つの段階を示し、外層が最初に成形されるときの図である。
【図１０Ａ】標準フレアバヨネット２ＣＰＥＴ／ＰＥＰプリフォームの内層を成形する第
２の工程を示す図である。
【図１１】本発明の他の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの製造に
おける二つの段階であり、最初に内層が成形され次に非粘着性コーティングが２層間に付
着されることを示す図である。
【図１２】本発明の他の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの製造に
おける二つの段階であり、最初に内層が成形され次に非粘着性コーティングが２層間に付
着されることを示す図である。
【図１３】本発明の他の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの製造に
おける二つの段階であり、最初に内層が成形され次に非粘着性コーティングが２層間に付
着されることを示す図である。
【図１４】本発明の他の例示的な実施形態による、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの製造に
おける二つの段階であり、最初に内層が成形され次に非粘着性コーティングが２層間に付
着されることを示す図である。
【図１５】本発明の例示的な実施形態による、「ＯｐＵｓ（オーパス）」タイプの噴霧器
に使用可能なバヨネットネック仕上げを有する例示的なプリフォームを示す図である。
【図１６】本発明の例示的な実施形態による、「ＯｐＵｓ（オーパス）」タイプの噴霧器
に使用可能なバヨネットネック仕上げを有する例示的なプリフォームを示す図である。
【図１７】本発明の例示的な実施形態による、圧着ネック仕上げを有する例示的なＰＥＴ
／ＰＰプリフォームを示す図である。
【図１８】本発明の例示的な実施形態による、空気弁と浸漬管を備えた圧着ネックを有す



(7) JP 2017-140841 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

る例示的なプリフォームを示す様々な図である。
【図１９】本発明の例示的な実施形態による、例示的なプリフォームがどのようにブロー
されて様々なタイプのボトルに形づけられるかを示し、扁平型の底部に対して例示的な寸
法が付与されている、図である。
【図２０】本発明の例示的な実施形態による、「ピストンフレア」型ＰＥＴ／ＰＥＴプリ
フォームを２Ｃ成形するための例示的なプロセスを示す図である。
【図２１】本発明の例示的な実施形態による、「ピストンフレア」型ＰＥＴ／ＰＥＴプリ
フォームを２Ｃ成形するための例示的なプロセスを示す図である。
【図２２】本発明の例示的な実施形態による、「ピストンフレア」型ＰＥＴ／ＰＥＴプリ
フォームを２Ｃ成形するための例示的なプロセスを示す図である。
【図２３】本発明の例示的な実施形態による、「ピストンフレア」バヨネット型のＰＥＴ
／ＰＥＴプリフォームを２Ｃ成形するための他の例示的なプロセスを示す図である。
【図２４】本発明の例示的な実施形態による、「ピストンフレア」バヨネット型のＰＥＴ
／ＰＥＴプリフォームを２Ｃ成形するための他の例示的なプロセスを示す図である。
【図２５】本発明の例示的な実施形態による、「ピストンフレア」バヨネット型のＰＥＴ
／ＰＥＴプリフォームを２Ｃ成形するための他の例示的なプロセスを示す図である。
【図２６Ａ】本発明の例示的な実施形態による、一方向弁を有するプリフォームを示す図
である。
【図２６Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、一方向弁を有するプリフォームを示す図
である。
【図２６Ｃ】図２６Ａのプリフォームにおける低圧および高圧の状態を各々示す図である
。
【図２６Ｄ】図２６Ａのプリフォームにおける低圧および高圧の状態を各々示す図である
。
【図２６Ｅ】図２６Ａのプリフォームから作られたボトルの非補充機能を示す図である。
【図２６Ｆ】図２６Ａのプリフォームの底部に一方向弁を取り付けるときの細部を示し、
プリフォームにおいて層解除ボタンを用いる、図である。
【図２６Ｇ】図２６Ａのプリフォームの底部に一方向弁を取り付けるときの細部を示し、
プリフォームにおいて層解除ボタンを用いる、図である。
【図２６Ｈ】図２６Ａのプリフォームの底部に一方向弁を取り付けるときの細部を示し、
プリフォームにおいて層解除ボタンを用いる、図である。
【図２７Ａ】本発明の例示的な実施形態による、３ラグバヨネットスナップオンネック仕
上げを示す図である。
【図２７Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、３ラグバヨネットスナップオンネック仕
上げを示す図である。
【図２７Ｃ】図２７Ａおよび２７Ｂのネックにおける様々な構造を示す上面図である。
【図２７Ｄ】本発明の他の例示的な実施形態による、４ラグバヨネットスナップオンネッ
ク仕上げとその細部を示す図である。
【図２７Ｅ】本発明の他の例示的な実施形態による、４ラグバヨネットスナップオンネッ
ク仕上げとその細部を示す図である。
【図２７Ｆ】図２７Ｄの４ラグバヨネットスナップオンネック仕上げの様々な構造の関連
性を示す上面図である。
【図２７Ｇ】図２７Ｄの４ラグバヨネットスナップオンネック仕上げの例示的なラグ上の
スナップオンフック用の引込線の細部を示す図である。
【図２７Ｈ】本発明の例示的な実施形態による、例示的な４ラグバヨネットスナップオン
キャップを示す図である。
【図２７Ｉ】本発明の例示的な実施形態による、例示的な４ラグバヨネットスナップオン
キャップを示す図である。
【図２７Ｊ】本発明の例示的な実施形態による、４ラグバヨネットネック仕上げを設けた
フレア型ボトルに図２７Ｈおよび２７Ｉの４ラグバヨネットキャップを取り付けるための
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原理を示す図である。
【図２７Ｋ】図２７Ｊの各画像をより明確に図示した拡大図である。
【図２７Ｌ】図２７Ｊの各画像をより明確に図示した拡大図である。
【図２７Ｍ】図２７Ｊの各画像をより明確に図示した拡大図である。
【図２７Ｎ】本発明の例示的な実施形態による、４ラグバヨネットキャップの原理を示す
図である。
【図２７Ｏ】本発明の例示的な実施形態による、（全４ラグ上の）「エンドリブ」および
（２ラグ上の）「戻り止めリブ」の特徴を示す図である。
【図２７Ｐ】本発明の例示的な実施形態による、キャップのフックがネックのラグと連動
している状態を細部に示す４ラグバヨネットキャップの原理を示す図である。
【図２７Ｑ】スナップオン機能の更なる細部を示す図である。
【図２７Ｒ】スナップオン機能の更なる細部を示す図である。
【図２７Ｓ】スナップオン機能の更なる細部を示す図である。
【図２７Ｔ】離脱可能なスナップオンが完了したときの例示的なキャップおよびボトルネ
ックを示す図である。
【図２７Ｕ】離脱不可能なスナップオンが完了したときの例示的なキャップおよびボトル
ネックを示す図である。
【図２８Ａ】ブローされてボトルに形づける準備をするために加熱炉内で回転している例
示的なプリフォームを示す図である。
【図２８Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、例示的なプリフォームのための完全にブ
ローされたボトルと、底部コーナ部分の細部を示す図である。
【図２８Ｃ】本発明の例示的な実施形態による、プリフォームの外層と内層として各々使
用される二つの例示的な材料に対する可塑化曲線の比較図である。
【図２８Ｄ】可塑化曲線が整列するように材料「Ｂ」（内層）を変更した後の図２８Ｃの
比較図である。
【発明の詳細な説明】
【００１１】
　容器のアプリケーションに含まれる様々な容器のためのプリフォーム（予備成形品）は
内層および外層を有している。従来、これらの層は個別に成形され、その後、多くの場合
、分離プロセスにおいていくつかの手段によって結合され取り付けられ、多くの場合、プ
リフォームをフルサイズまでブローする（空気を吹込む）エンティティ（構成要素）によ
って実行されることが多い。しかし、このやり方はあまり効率的ではない。つまり、プリ
フォームの製造が完成品を製造しないこと、および、プリフォームを使用できるようにす
るためには実際にプリフォームを接合するために更なる処理ステップが必要とされること
、が理由である。フレア（Ｆｌａｉｒ）および同様の「バッグ・イン・バッグ（袋の中の
袋）」分配技術の場合、内部容器から液体が漏れてこの液体が外気または周囲に接触しな
いように内部容器は外部容器に対してシールされなければならないことに留意されたい。
【００１２】
　本発明の例示的な実施形態において、互いに接着しない二つの異なる材料が、例えば、
ＰＥＴ／ＰＰなどのプリフォームを作るために使用される場合、このようなプリフォーム
は、同一の金型を使用して、２成分射出成形プロセス（「２コンポーネント（成分）」す
なわち「２Ｃ」プロセスとしても知られており、本明細書中でも同様に使用する）によっ
て製造することができる。このような例示的な実施形態おいて、最初に外部プリフォーム
が形づけられ、次に内部プリフォームを外部プリフォームの底部内部または同底部に設け
られた中心穴を通して成形される。２成分射出成形のおかげで、二つのプリフォームは底
部と頂部において互いに接着される。このような２成分射出成形（２Ｃ）プロセスはより
効率的に行う。更に、両層が同じ材料、例えば、ＰＥＴ／ＰＥＴを含むプリフォームを希
望する場合、後述するように、例えば、２Ｃ金型の間に非粘着性のコーティングを塗布す
るなどして、内部容器の外部容器への接着を防止するために適切な工程を取った上で、２
Ｃプロセスを用いてプリフォームを製造することができる。
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【００１３】
　或いは、二つのプリフォームは別体で成形することができ、溶接、圧着などを含むさま
ざまな使用可能な接着プロセスによって接着することができる。すべてのこのようなプロ
セスにおいて、更なる処理工程を用いずにブロー準備を整えた完成プリフォームが得られ
る。次に、様々なこのような改良された方法および特徴について図面を参照して説明する
　。
【００１４】
　図１は、本発明の例示的な実施形態による、例示的な２層ボトル（左の画像）およびプ
リフォーム（右の画像）を示している。このボトルとプリフォームは、ボトルが接着され
る予定の器具（図中、「機器」と呼ばれる）に一体化された空気弁を設けることができる
ので、一体化された空気弁を含まない。ボトルは頂部と底部で狭持され、分配装置内で完
全にシールされる。
【００１５】
　図２は、（２リットルのソーダ用ボトルにおいて使用されるタイプの）ペタロイド底部
を有する例示的な２層ボトルを示し、ボトルとボトル底部に接着された空気管との間の接
着が確実であることが必要であることを示している。左画像は、ボトルの底部において内
部容器が外部容器にどのように溶接されるかを示している。ボトルの２層間で維持される
圧力があるので、いったん器具の頂部が開口されると、（これにより弁が液体を収容しな
いため）、圧力が解除されない場合は内部ボトルの中の液体は飛散する。従って、例えば
、ボトル交換のために、ボトルを離脱させるとき、その圧力を解除するためのメカニズム
が必要とされる。上述したように、これらのボトルは空気コネクタを有さないことから、
この空気圧は、逆ポンピングしたりポンプ弁を外気に開口したりするだけでは簡単に解除
されない。ボトルの頂部に閉口弁がなく、弁が器具の中にある場合、液体の飛散を回避す
るには、ボトルを器具から取り出す前にボトルの２層間の空気を解除する必要がある。
【００１６】
　図３はこの課題の解決策を提供する。図３は本発明の例示的な実施形態による、空気圧
解除メカニズムを備えた例示的な２層プリフォームを示す斜視縦断面図である。このメカ
ニズムは、プリフォームの外層の一部として外層に取り付けられている。図３に見られる
ように、外部プリフォームはその底部において「Ｕ」字形スリットとともに中心穴を有し
ている。内層が成形される際、図３の中央画像に見られるように、内層は穴を貫通して突
出し、図示したように、穴の下の凹み（インデント）を埋める。（図２に示したように）
ボトルを器具から取り外す前に、ユーザは単に、（図３に灰色で示した）外部プリフォー
ムに内設された「プッシャ」、即ち、空気解除メカニズムを押せばよい。外部容器のＵ字
形スリット部分が「Ｕ」字の頂点部分で「プッシャ」を押すことにより中心突起において
内部容器に装着されるとすると、内部プリフォームと外部プリフォームの間の空気圧が解
除され、空気のトラップが防止される。図３の最右側の画像に示したように、この空気は
ボトルの容器同士の間の気圧よりも高いので、空気は単純に空気取込み口から流れ出る。
【００１７】
　空気圧解除メカニズムは他の機能も備えている。空気圧解除メカニズムは、ブロー後に
外部容器から内部容器を離脱させるために、プリフォームに空気を吹き込みボトルに形づ
けた後に、押圧することができる。成形時、各キャビティ（空洞）のゲート開閉部付近の
温度は、材料が空洞に入ると、温度が他の材料の溶融温度近くまで上昇し、その後内層の
軟質部分が外層に粘着することに起因してますます高くなる。ボトルがブロー成形される
と、ボタンを押すことによって、内袋が外袋から離脱され、空気や他の変位媒体に容器間
の隙間に入ることができ、袋の中の袋、即ち、「フレア」技術が実行し易くなる。図３Ａ
は、図３に示したものと同様に空気弁のないプリフォームの細部を示している。図３Ａを
参照するに、底面斜視図（ａ）と、２本の線を示し右側にこれらの２本の線による断面を
示す底面断面図（ｂ）と、を示す。線Ａ－Ａによる断面図に見られるように、（ｃ）は、
図３のプッシャの変形例、即ち、中心軸線の片側のみに見られるプッシュピン突起部を示
す。このようなプッシュピンは一つのポイントに力を集中するので、容易に層分離の導入
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部分になる。プッシュピンも小さいので、内部容器の一部を構成していれば、成形し易い
。（二つの通気孔の間に示されている）他の円形構造は、機能的というより、成形プロセ
スで使用されるゲート外形にすぎない。（ｂ）は更に二つの通気孔を示し、そのうちの一
つの通気孔の中心コネクタの右側のＢ‐Ｂ線よる断面図を図３Ａ（ｄ）に示す。
【００１８】
　図３Ｂは、図３のプリフォームがどのようにブローされてフルサイズのボトルを生成す
ることができるかを示している。この場合、ネックと底部の中心はそのままそれらのプリ
フォームのサイズのままであるが、プリフォームの他の部分はフルサイズまで空気を吹き
込まれる。図３Ｃは空気を吹き込まれてボトルに形づけられた図３Ａと同じプリフォーム
を示している。このボトルは、後述するように、空気弁が器具に内設されており、空気弁
を備えていない。図３Ｃ（ａ）および（ｅ）は多数の線を提供し、これらの線による断面
図を図３Ｃの（ｂ）、（ｃ）、および（ｄ）に示し、各々の拡大図を図３Ｄに示す。
【００１９】
　図３Ｄは、図３Ｃの線Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、およびＥ－Ｅによる底部細部拡大断面図である
。これを参照すると、図３Ｄ（ｂ）（および図３Ｃ（ｅ）および３（ｃ））はブロー成形
金型のディンプル（凹み）を示している。外層はこの形状に追従し内層は収縮後に弛緩す
る。この機能は、空隙を生成することによって、いったん内層が収縮すると、二つの層の
層分離を促進し、空気を迅速に逃がす必要が生じたときに内層の外層に対する「ブロック
」（シール）を回避する。図３Ｄ（ｃ）は、上記したように、内層と外層の間に空気を取
り込むための二つの空気取入れ口または通気孔のいずれかを示す。
【００２０】
　次に説明する、図３Ｅ～図３Ｌは、ボトルがプリフォーム段階から完全に空気を吹き込
まれた（ブローされた）ときに外層から内層を分離させるプロセスを示している。図３Ｅ
は、完全にブローされたボトルと、図３Ａの線Ａ－Ａによる、プッシュピン形状の層分離
装置を示すボトルの底部の詳細を拡大して示している。図３Ｆは、給気装置（「器具」の
一部）がボトルの底部に取り付けられたときに内層のプッシュピンがボトル内へ押し上げ
られている状態を示している。
【００２１】
　図３Ｇは、給気装置が２層間の隙間に正圧を印加した時点でこれらの層がどのように分
離されるかを示している。この圧力は、プッシュピンを押し上げることによりできた空間
を通って、かつ、当然のことながら、通気孔を通って、流れる。図３Ｈは、このプロセス
の続きを示しており、見ての通り、ライトグリーンの内層は外層（グレー）より盛り上が
っている。従って、２層間に隙間ができる。一般に、層分離は、ブロー直後、ボトルが摂
氏５０～６０°Ｃまで冷えたときに、行われる。このプロセスも、待機することに不都合
がなければ、ボトルが完全に冷えた時点で実行される。図３１は、給気装置が低圧（部分
真空）に移行してそれまで層を分離するために使用されていた空気を吸い戻している状態
を示している。この状態は、内部容器にその完全に空気を吹き込まれた（ブローされた）
形状を想定させそれによって運搬を含めて設計された山盛りの液体を完全に充填できるよ
うにするために必要である。
【００２２】
　更に、マーケティングの観点からみると、内側のボトルがその完全な形状を有していな
い場合、使用および補充された場合に未経験に思えるので、望ましくない。図３Ｊは、図
３１に示したように処理の続きを示しており、内層はここで空隙のない外層の内部形状を
想定しており、これらの層はまだ、分離可能な状態であることから、フレア機能性に基づ
いて動作する。図３Ｋは、層を分離するために導入される全ての空気を取り除くプロセス
をまとめて示している。
【００２３】
　図３Ｌは、このプロセスの最終結果を示しており、ここでは、プッシュピンが外層内の
穴に再度係止し隙間を閉じる。しかしながら、図３Ｆ～図３Ｋに示した、層分離プロセス
の場合、使用中に層分離が保証されており（フレアボトルはこの隙間が変位媒体で充填さ
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れることを必要とする）、よって、空気を迅速に解除する必要がある場合、内層が外層に
対してブロックまたはシールすることを回避することができる。
【００２４】
　図４は、内部プリフォームと外部プリフォームの両方がＰＥＴから作られており、プリ
フォームが個別に成形され、その後、組み立てられる、例示的なプリフォームを示してい
る。上部の接着は、例えば、埃などがコントロールされるクリーンルームタイプの設定に
おいて、スピン溶接によって生成された気密シールである。これらの例示的なプリフォー
ムは圧着ネックを有し、家庭用生ビールシステムに使用することができる。更に、図４に
示したように、内部および外部のプリフォームは、スピン溶接によって互いに接合される
以外にも、後から平らになる内部容器からの突起部によって底部において互いに接合され
る。下部の接着は２Ｃ成形によって、或いは、例えば、超音波溶接によって行うことがで
きる。更に、弁は、図４のプリフォームの底部およびより詳細には図５の最右側のイメー
ジに示したように、二つのプリフォームの下に圧着することができる。この弁は、例えば
、回転溶接や他の圧着技術を用いて取り付けることができる。
【００２５】
　図４Ａ～４Ｄは、図４に示した標準フレア型ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの更なる詳細
を提供する（用語「標準フレア」は、内部容器の上部が外部容器の上部に圧着されること
によって、その内容物を分配する時、内部容器がピストンに極めて似た動きでそれ自体に
沿って折り畳まれる「ピストンフレア」とは対照的に、用いられる）。これらの図を参照
するに、図４Ａ（ａ）はプリフォームの外部容器を示す斜視図であり、図４Ａ（ｂ）は線
Ａ－Ａを有する側面図であり、この線Ａ－Ａによる断面図を図４Ａ（ｃ）に示す。
【００２６】
　同様に、図４Ｂは内層を示している。底部には、図４に示したように、内部容器を外部
容器に圧着するために使用されるプラグが目視でき、その側面図と、Ｂ‐Ｂ線に沿った断
面図を示す。同様に、図４Ｃは、内部容器がどのように外層にアセンブルされるかを示し
ている。このプロセスは、例えば、まず、内部容器を外部容器に差し込むことによって達
成され、その後、押し下げられ、プリフォームの頂部において溶融部分が存在するように
スピン溶接され、これによって内層と外層が接着される。これについては、図　４Ｃ（ｃ
）および（ｄ）に示した。内層の外層との接着は気密接着であることが必須である。或い
は、２層は超音波溶接、ヒートスタンプなどによって接着され、気密接着であることが必
須条件である
【００２７】
　図４Ｄは、内層と外層を互いに接着するために外層の底部から突出している内層の中心
ピンがどのように変形していくかを示している。内層と外層の接着は、中心ピンの変形に
より、または、例えば、スピン溶接、超音波溶接、ヒートスタンプなどによる変形により
、行われる。底部での接着は気密性でなくてよい。実際、給気装置がボトルに接着される
とき、様々な例示的な実施形態おいて、いくらかの空気がこのピン接着部を介して移動す
る。
【００２８】
　底部の一方向弁
　図４Ｅ、４Ｆおよび４Ｇは、後述するように、例示的なプリフォームに関連して使用さ
れる一方向弁の細部を示している。図４Ｅに示したように、第１の工程は、プリフォーム
の外層にスピン溶接で接着するためにＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）の射出成形
であり、第２の工程は、例えば、ＰＥＴに化学的に接着されない（が、図４Ｆに示したよ
うに、ＴＰＥ（熱可塑性プラストマー）部分の底部に機械的に取付けられる）軟質ＴＰＥ
であってよい。軟質材料は、次の二つの理由から使用される：（１）弁の良好なシール性
、および、（２）（例えば、ＴＰＥ部分の下側に接着する）給気装置に対して良好なシー
ル性をもたらす。図４Ｇに示したように、一方向弁は、スピン溶接、超音波溶接、接着剤
封止などを用いて例示的なプリフォームに接着することができる。
【００２９】
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　図５は、空気弁を設けない場合の例示的な２層プリフォームだけを、空気弁に接続され
ているものとして、示している。空気弁は、例えば、（底部において紫色で示した）組込
み空気弁を有する器具によって供給されるか、または、例えば、回転（スピン）溶接によ
って上記したようにプリフォームの底部に取り付けることができる。或いは、空気弁は、
超音波溶接、接着剤封止などの入手可能な他の接着方法を用いて取り付けることができる
。空気弁筐体と空気弁が、ボトル（ここではプリフォームとして示した）が挿し込まれる
器具の一部である場合、このような器具は、図１に示したように、ボトルをシールする狭
持システムを提供することができる。図５Ａは、ポンプおよび空気弁を有する電源コネク
タまたは電源パックがある場合とない場合における図５のプリフォームの細部を示してい
る。
【００３０】
　標準フレア型ＰＥＴ／ＰＰプリフォーム
　図６～図７は、その上部にバヨネット型接着で標準フレア装置と共に使用される例示的
なＰＥＴ／ＰＰプリフォームの製造における二つの段階を示している。
【００３１】
　ここで、外部ＰＥＴプリフォームが最初に成形され、その後、第２の工程において、ポ
リプロピレンなどのポリオレフィンから製造される内部プリフォームが成形される。これ
は２成分射出成形プロセスにおいて行うことができ、内部プリフォーム（青色）が外部プ
リフォーム（グレー）内の穴へ射出される（図７参照）。外部プリフォームの外側に内部
プリフォームの小突起を残すことによってこれらのプリフォームが互いに装着される。図
６Ａは、ボトルに空気が吹き込まれ、回転によって装置を設置する時または取り外す時に
内層の回転を回避するためにどのようにしてフックを使用するかを示している。
【００３２】
　従って、図７の真ん中の画像において、底部の中心にブルーの内部プリフォームの円形
のディスク状突起が示されている。このディスク状突起は、底部において内部プリフォー
ムを外部プリフォームに固定する。上述したように、例示的な外部プリフォームはその底
部に組み込まれた「プッシャ」、即ち、圧力解除メカニズムを有している。このメカニズ
ムは、プリフォームに空気が吹き込まれてボトルに形づけられると、作動するしくみであ
る。
【００３３】
　図７に関連して、ここで、ボトルのネックを形成するために、例えば、ポリプロピレン
製の内層が使用されることにも留意されたい。従って、この内層は、外部プリフォームの
ネックを覆ってオーバーモールド成形され、かつ、ブロー後に冷えていくうちにＰＰ内部
容器がより大きく縮むことによって、内部容器が「縮みラップ」効果を得て、外部容器を
覆ってその付近を完全にシールする。図７Ａは、内側のポリプロピレン層の細部を示して
いる。図７Ｂは、２層間でタイトシール（密封）接着を得るためのその斬新な幾何学形状
を強調している。内層と外層との間で気密接着を得るために、内層は、外部プリフォーム
を覆ってオーバーモールド成形される必要がある。収縮のせいで、射出成形された後の内
層と外層は互いに密閉されない。しかしながら、図７Ｂに示したように、内層が外層を覆
っている場合、ブロー後の２層間に気密シールが生成される。図示したように、最良の結
果を得るために、図７に示したように、内層は、外層の突出リングを被覆するだけでなく
、その代わり、少し下方に突出することで外層を覆うリングをやや距離をとって外層の上
部終端の下方に移動させる。他の可能性のある接着として、超音波接着、接着剤封止など
がある。
【００３４】
　フレア型ボトルに対して、ＰＥＴ／ＰＰや同様の混合である内部容器材料／外部容器材
料の他の特徴を可能にする内層と外層の間の収縮率の差は同じである。例えば、ペットボ
トルが、内袋としてＰＰまたはポリアミドを収容して、使用された場合、プリフォームが
ブローされ、内部容器と外部容器になり、これらが冷却された後、これらの容器は共に縮
む。しかしながら、上述のように、内袋の方が収縮率は高い。したがって、外部ペットボ
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トルと、例えば、ＰＰ袋、即ち、内部容器と、の間の間隙が広がる。よって、多くの場合
、液体を冷却しなくても、所定の液体をボトルへ「ホットフィル（高温充填）」すること
が希望される。例えば、ジュース、ソース、香辛料などを高温充填するには、約８０°Ｃ
～約１２０°Ｃの温度を有する液体が容器に充填される。
【００３５】
　これらの高温は容器の内部への充填とその消毒を同時に行うことができる。また、液体
が高温状態で製造された直後でも、冷却領域または液体が冷えた時点でやっと充填される
まで全てのボトルを保管するなどの要件なしで、液体は瓶詰めされ出荷されることができ
る。ペットボトル内の製品の高温充填は、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）が約６
０°Ｃより高いと変形するので、ペットボトルには不向きである。しかしながら、例えば
、ポリプロピレンや他のポリオレフィン類や、例えば、様々なポリアミドなどの他の材料
を内層に使用すれば、問題は解消する。上記材料の変形温度は、例えば、一般に、９０°
Ｃより高い。従って、このような製品は、例えば、図６～７または図１７に示したような
プリフォームから作られたポリプロピレン内袋へ高温充填することができる。このような
フレア型容器におけるＰＥＴ外部ボトルとＰＰ内袋との間の空気は熱絶縁体として作用す
るので、例えば、ＰＰ内袋は、例えば、ＰＥＴから作られた外部容器に損傷を与えること
なく、約９０°Ｃまでの暖かいジュース、ソース、調味料などを充填することができる。
本発明の例示的な実施形態おいて、正確な最大高温充填温度は、２層間の収縮率の差に依
存し、これにより、２層間の空気や他の変位媒体によってもたらされる熱絶縁性に依存す
る。本発明の例示的な実施形態おいて、内部容器を製造するための材料、内層が外層に相
対して受ける収縮率、およびこれを耐える付随的高温充填温度などの全ては、プリフォー
ムの適切な設計と製造によって、所与のアプリケーション、使用方法や使用範囲に対して
、設計することができる。
【００３６】
　標準フレア型２ＣＰＥＴ／ＰＥＴプリフォーム－最初が外層
　図８～図１０は、本発明の例示的な実施形態による、例えば、ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォ
ームなどの同一材料タイプから作られた例示的なプリフォームの製造における二つの段階
を示している。図示した例示的なプリフォームは、「バヨネット」型ネック（分配ヘッド
の「ラグ（突起）」すなわち水平突起部に嵌合するように内部容器の頂部に設けられた水
平凹部、またはその逆）を有しているが、このプロセスは任意のネック型に同等に適用さ
れる。図８において、外層が、最初に、例えば、ＰＥＴから成形される。その後、図９に
おいて、第２の層、即ち、内層が成形される前、とりわけ、二つの材料が同じである（よ
って同じ温度で溶融する傾向がある）ことから、非粘着性コーティングを外部プリフォー
ムの内部表面に提供することができる。このような非粘着性コーティングは、例えば、噴
霧され、オフセットされ、または、入手可能または希望される他の技術を用いて提供する
ことができる。図８Ａおよび図９Ａはこれらのプリフォームの細部を示しており、図３Ａ
～３Ｌの「プッシュピン」型層分離装置の変形を示している。プリフォームの内層と外層
に対して同じ材料を有するかまたは同じ成形温度を有する異なる二つの材料を有する場合
、最初に内部プリフォームを成形する方が有用であることに注目されたい。利点は、非粘
着性コーティングが外部プリフォームより内部プリフォームの方がより簡単に的確に塗布
することができることにある。
【００３７】
　最後に、図１０に示したように、ＰＥＴから作られた内層も成形することができる。
【００３８】
　２層間に非粘着性コーティングが塗布されているので、いったん変位媒体が２層間に導
入されると、これらの層はその後分離される。図１０Ａは、図３Ａ～３Ｌのタイプの底部
構造を有しているＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームの内層の細部を示している。
【００３９】
　標準フレア型２ＣＰＥＴ／ＰＥＴプリフォーム－内層が最初
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　図１１～図１４は、本発明の他の例示的な実施形態によるＰＥＴ／ＰＥＴプリフォーム
の製造における二つの段階を示している。ここで、図１１に示したように、内層が最初に
成形される。その後、図１２において、第２の層、すなわち、外層が成形される前に、非
粘着性コーティングが、内部プリフォームの外側表面へ噴霧されるか、そうでなければ、
塗布、圧着または提供される。最終的に、図１３に示したように、ここでも、ＰＥＴから
作られた外層が成形される。しかしながら、内層が最初に成形されており、図６～図７に
おける先に述べた場合のＰＥＴ／ＰＰプリフォームのように長形の突起円板を設けていな
いので、二つのプリフォームを共に取り付けるための変形手段が必要とされる。これにつ
いて、図１４に例示した。
【００４０】
　よって、図１４は２段階の装着プロセスを示している。まず、工程１（左画像）におい
て、成形されるときに内部プリフォームの内層に穴が設けられる。その後、工程２（右画
像）において、外部プリフォームが成形されるとき、内層を貫通して上方へ突出し内層の
キャビティ内へ到着する突起を設けており、これが内部プリフォームの穴を閉成すること
で、二つのプリフォームが互いに接着される。
【００４１】
　図１５は、本発明の例示的な実施形態による、バヨネットネック仕上げを有する例示的
なプリフォームを示している。バヨネット型の閉成は水平の凹部と嵌合する水平ラグ（突
起）を使用し、これによって分配器のキャップを外す際にキャップの回転が容易になる。
これについては、図２７に関連して以下により完全に説明する。
【００４２】
　図１６は、図３に関連して上記したように外層に作り付けられているよく知られている
圧力解除装置（「プッシャ」）を有する２Ｃ成形されたプリフォームを示している。図１
７は、本発明の例示的な実施形態による、圧着ネックを有する例示的なＰＥＴ／ＰＰプリ
フォームを示しており、図１８は、本発明の例示的な実施形態による、空気弁と浸漬管を
備えた、圧着ネック仕上げを有する例示的なプリフォームを示す様々な図である。
【００４３】
　図１９は、例示的なプリフォームがさまざまなボトルタイプにどのようにブローされる
かを示し、図示するために例示的な寸法を採用した。本発明の例示的な実施形態による、
例示的なプリフォームは、様々な形状やフルサイズのボトルや容器に応じてブロー（空気
吹込）されることができる。例えば、ボトルの底部は扁平でも丸形でもよい。図示した実
施例において、扁平または「シャンパン」タイプのボトルの底幅が５５ｍｍ、曲率Ｒ４で
のコーナ径が４ｍｍであり、図示したように、ボトルの底はプリフォームのベース高さよ
り２ｍｍ下方に垂直に突き出ている。
【００４４】
　ピストンフレア型２Ｃ　ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォーム－最初に外層
　図２０～図２２は、本発明の例示的な実施形態による、「ピストンフレア」型ＰＥＴ／
ＰＥＴプリフォームを２Ｃ（２成分射出）成形するための例示的なプロセスを示している
。ピストンフレアシステムは、プリフォームの上部で内部プリフォームと外部プリフォー
ムの間の接着を利用し、完成ボトルを得る。従って、変位媒体が層間に入ったとき、内層
は、分配ヘッドに向かって押し上げられ、ピストンと極めて似た動作により内層自体が外
部容器の壁に沿って上方移動するように折り畳まれる。ピストンフレアシステムはその開
示内容が参照することで本明細書中に組み込まれている米国公開特許出願第２０１１／０
０２４４５０号に記載されている。従って、「それ自体が折り畳まれるピストン効果」を
達成するために両層の上部が互いが接着されることが望まれる場合、非粘着性コーティン
グは「ピストンフレア」プリフォームの底部に対してのみ必要とされる。
【００４５】
　この実施例において、外部プリフォームが最初に成形され、非粘着性コーティングは内
部／外部界面の底部にのみ塗布される。その後、内部プリフォームが成形され、非粘着性
コーティングは層間に提供されるが、プリフォームの底部においてのみ提供されるという
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、図２２に示した最終結果が得られる。上述したように、一つが同じ二つの材料を有する
場合、または同じ成形温度を有する二つの材料を有する場合、内部プリフォームを最初に
成形する方が有利となる。利点は、外部プリフォームの内側へ付着するより内部プリフォ
ームの外側へ非粘着性コーティングを的確に付着する方がより簡単であるということにあ
る。
【００４６】
　ピストンフレア型２Ｃ　ＰＥＴ／ＰＥＴプリフォーム－最初が内層
　従って、図２３～図２５は、本発明の例示的な実施形態による「ピストンフレア型バヨ
ネット」タイプのＰＥＴ／ＰＥＴプリフォームを２Ｃ（２成分射出）成形するための他の
例示的なプロセスを示している。ここで、図２３に示したように、内部プリフォームが最
初に成形され、その後、図２４に示したように、非粘着性コーティングが内部プリフォー
ムの外側に噴霧される。図２５に示したように、その結果は、図２０～図２２の実施例と
同じであったが、図２１に示したように、前回の場合の噴霧装置／ロボットの運動の自由
度にもよるが、内部プリフォームの外側へ非粘着性コーティングを的確に付着する方が外
部プリフォームの内側へ付着するより簡単であるのであれば、多くの場合、内部プリフォ
ームの外側へ非粘着性コーティングを噴霧することが好ましいとされる。
【００４７】
　一方向弁を有するプリフォーム
　図２６Ａ～２６Ｈは、本発明の例示的な実施形態による、一方向弁を有する例示的なプ
リフォームを示している。図２６Ａを参照するに、弁が取り付けられたプリフォームの断
面図が示されており、同じ図が、図２６Ａ（ｂ）にも再現され、図中、細部は「詳細Ａ」
と表記されている（これ以降の図においても同様に表記される）。図２６Ａ（ｃ）および
図２６（ｄ）は、底面を示すために垂直および水平に立てた状態のプリフォームを示す側
面図である。同様に、図２６Ａ（ｅ）は、断面を描くための二つの線Ａ－ＡとＢ－Ｂを有
する拡大底面図である。
【００４８】
　図２６Ｂは、図２６Ａ（ｂ）に示されている「詳細Ａ」領域の拡大図である。同図は、
使用後にボトルが補充されるのを回避するために使用後にプリフォームに一方向弁を設け
ることが可能であることを示している。このような弁は、例えば、軟質プラスチックの揚
げ板である。軟質プラスチックの揚げ板の例としては、スピン溶接によってプリフォーム
に接着されるＰＥＴ弁座に受け止められるゴム状円板、ＴＰ（熱可塑性）、または、ＰＥ
（ポリエチレン）などがある。図２６Ｃ～２６Ｅはこの一方向弁の機能を示している。図
２６Ｃを参照するに、ボトルに低圧がある場合、二つの層は（上記のように、プリフォー
ムの内層および外層に対応している内部容器と外部容器となって）分離し、空気は底部に
おいて周囲空気から一方向弁を介して流れ込み、底部において矢印で示したように、フレ
アシステムを作動させる（二つの容器間の変位媒体）。
【００４９】
　図２６Ｄは、逆の状態、即ち、ボトルに高圧がある場合にどうなるかを示している。こ
の場合、層間の空気は（底部に矢印で示したように）底部を介して戻ろうとするが一方向
弁がこの空気の流れをブロックする。この原理は、「スクイズフレア（Ｓｑｕｅｅｚｅ　
Ｆｌａｉｒ）」型システムのために使用することができる。このシステムにおいて、ユー
ザは液体を内部容器から分配するために外部容器を圧搾し、外部容器が圧搾されると、こ
れらの容器の間に発生する低圧が一方向弁を介して空気を吸い込む。しかしながら、一方
向弁は空気を取り込むが、それを逃がさない、よって、液体を分配するために内部容器へ
の圧力を維持したままである。また、図２６Ｅに示したように、このような一方向弁は反
補充機能を提供する。例えば、ボトルが空になって消費者がボトルに液体を補充しようと
する場合、即ち、（例えば、頂部から）内部容器を補充しようとする場合、層間の空気が
底部の一方向弁を介して戻ろうとするが、一方向弁がこの空気の流れをブロックするので
、消費者は補充が不可能であることを認識する。更に、弁筐体の中心穴が小さすぎるので
弁を小さなピンによってこじ開けることも不可能である。例えば、中心穴に小さなピンを
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挿入したとしても、いずれにせよ装置そのものが使用できなくなるが円板を実際に破るな
どしない限り、弁は空気が外へ流れ出すのをブロックする。これは、層間の圧力が内層を
、収縮位置、即ち、収容されていた液体または流体の最後の分量を分配した直後の収縮位
置、に維持している限りにおいて、ボトルを補充することを不可能にする。このため、い
くら頑張っても消費者はボトルを補充することはできない。交換用ボトルの購入と、当然
ながら、売手側に対する料金の発生は免れないが、品質管理が保証されるとともに、権限
のない商売人が不法にボトルを補充して転売することが防止できる。
【００５０】
　図２６Ｆは、図３に関連して上記したように、層分離／解除ボタンを有する一方向弁が
どのように作用するかを示している。（層解除がコーティングによって実施されない場合
などのように）層分離／解除ボタンが使用される場合、一方向弁は、ブロー後の層分離に
使用される突出ピンにより、プリフォームをブローしてボトルに形づける前に、プリフォ
ームに接合することができない。むしろ、図３を参照して上記に図示説明したように、一
方向弁は、これらの層が高圧によって分離された後にボトルにスピン溶接される必要があ
る。従って、図２６Ｇを参照するに、プリフォームをブローしてボトルに形づけた後、製
造者は、最初に層分離ボタンを押して（すでにその機能は果たしてある）、その後、図２
６Ｈに示したように、スピン溶接によってブロー成形された後のボトルに一方向弁を装着
する必要がある。
【００５１】
　例示的なスナップオンネック
　図２７Ａ～２７Ｃは、本発明の例示的な実施形態による、例示的なプリフォームの内部
容器に対する３ラグスナップオンネック仕上げを示している。三つのラグバヨネット仕上
げは、場合によっては、シュラウド（覆い）が、分配ヘッドや噴霧器のヘッドを有する内
部容器の頂部に固定されるのを可能にする。同様に、図２７Ｂは、三つのラグバヨネット
仕上げを異なる角度から見たときの図であり、図２７Ｃは、三つのラグがネックの周囲に
対して対称形ではなく非対称形で設けられている状態を示している。図２７Ａおよび図２
７Ｂのスナップオン式ネック仕上げの上面図である、図２７Ｃに示したように、互いに約
９０°の角度を成す二つのラグが提供されており、各ラグはその中心線と図２７Ｃの最左
側に示した第３のラグの中心線との間で約１３５°を成すことがよく分かる。噴霧器ヘッ
ドのこの３ラグ構成は本出願と同時係願されている、米国公開特許出願第２０１０／００
１８９９９号に記載されている。
【００５２】
　図２７ＡおよびＢにおいて、プリフォームおよびボトル上の３ラグバヨネット／スナッ
プオン式ネック仕上げが示されている。３ラグ方式は、正位置、即ち、カバー（蓋部）や
分配ヘッドがその上に外嵌され得る、唯一の位置：１ポジション（起点位置）を有してい
る。３ラグ仕上げは、画定された前部（ノズル）と後部とを有する噴霧器などの扁平ボト
ルと組み合わせた場合、扁平ボトルを充填ライン上に適切に配向させることが容易であり
これによって充填前およびシュラウドの装着前にこの特殊な配向が想定できるようになる
ので、非常に有用であることに留意されたい。従って、１ポジションが提供されるのは、
３ラグが（３×１２０°）などのようにネック周囲（ペリメタ）に均等間隔で配置されて
おらず、１３５°－９０°－１３５°に定められた角度で離間されているためである。こ
のことは、参照することによって本明細書に完全に組み込まれている、米国特許出願公開
第２０１０／００１８９９９号として公開されている米国特許出願第１２／４４８１３２
号に開示されている。
【００５３】
　しかしながら、これは丸形ボトルを使用する時に問題が発生する。充填ラインにおいて
、例えば、消費者が補充作用を行った後、簡単に識別可能な配向（丸形ボトル）がないの
で、認識できるキャップや装置を丸形ボトルシュラウドに連結することが難しくなる。こ
の問題を避けるために、次に説明するように、新しい４ラグバヨネット／スナップオンネ
ック仕上げが開発された。
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【００５４】
　４ラグバヨネット／スナップオンネック仕上げ
　３ラグバヨネットスナップオンネック仕上げとは対照的に、図２７Ｄ～２７Ｇは、本発
明の例示的な実施形態による、新しい４ラグバヨネット／スナップオンネック仕上げを示
している。図２７Ｄは、このような例示的な４ラグバヨネット／スナップオンネック仕上
げを有する例示的なボトルを示す正面斜視図であり、図２７Ｅは、同じボトルの異なる図
を示しており、左画像は引込構造を有するラグ内を正面から見た図であり、右画像は標準
ラグ（右側の垂直リブを設けこれに連結された水平棒を有する）を示している。図２７Ｄ
を参照するに、４ラグ方式のボトル仕上げは、‐４バヨネット／スナップオンラグを有し
ている。ラグの二つは、引き込みおよび引き出し案内リブを有している（このタイプのラ
グが図２７Ｅの左画像に示されている）。本発明の例示的な実施形態において、引き込み
および引き出し傾斜構造を有する四つのラグのうちの二つは十分に機能を果たすだけでな
く、金型に二つのスライドがある場合、引き込みおよび引き出しリブを有する４ラグを作
るのは不可能であるという成形上の理由からも適している。四つのスライドを必要とし複
雑さを増すが、例えば、特別な理由がそれをベストチョイスとする場合には実行すること
ができる。更に、図２７Ｄにも示したように、上部が、例えば、４ｍｍのボトル仕上げに
おいて、リブの取り付けが不可能であり、さもなければ、内部シール表面にひけマークが
生じる。密封を得るためには、キャップはカバーの頂部がネック部の上にぴったりとフィ
ットする垂直な引込みスペースを必要とする。
【００５５】
　図２７Ｆは、スナップオンネックフィニッシュを示す上面図であり、ボトルネックのパ
ラメタ付近の中心に対して９０°の間隔をとって対称形に提供された４つのラグがあるの
が良く分かる。この図の上部と下部におけるこれらのラグは引込および引出構造を有して
おり、３時と９時（右、左）の位置のラグは単なる普通のラグである。このように、この
対称形を利用することができ、上記の３ラグシステムで必要とされたネックに対して特別
な配向で、分配ヘッド、噴霧器ヘッド、または同様のキャップを必ずしも整列させる必要
がない。図２７Ｇは、スナップオンフックおよびスナップオン上部キャップのための引込
（回転なしで下方に押し下げるだけのもの）も実施可能であることが示されている。ここ
で、回転式にガイドしその方法でラグを固定するために引込みを使用するのとは対照的に
、アセンブリライン上で、例えば、四つのラグ上にカバーやキャップを整列させる場合、
単にこれらを押し下げるだけで、カバー上のフックは各々傾斜付きの引き込みを滑走させ
、（水平棒下の）ラグ上のスロットに係止させることができる。しかしながら、ボトルは
このようなスナップオン（回転なし）のフック取付け方法では正確に整列させる必要があ
るため、より高い精度と複雑性が要求される。
【００５６】
　図２７Ｈおよび２７１は、本発明の例示的な実施形態による、ボトルのネック上で四つ
のラグ突起と嵌合するように構成された例示的なキャップまたはカバーを示している。こ
のようなキャップは、図２７Ｄ～２７Ｇに示したように、ネックの四つのラグバヨネット
に嵌合するために四つの同一のバヨネット型のスナップオンフックを有している。図２７
Ｈを参照するに、同図は、例示的なスナップオンキャップを示す側面図であり、各図には
断面を提供するための線が引かれている。線Ａ－Ａによる断面図はキャップが４つの同一
のバヨネットスナップオンフックを有することを示しており、同様に、線Ｂ－Ｂによる断
面図は、本質的にそれらを直角に区分している任意の二つのラグの間でスライスカットし
たときにどのように見えるかを示している。同様に、図２７１は、四つのラグバヨネット
スナップオン式のキャップを示す斜視図である。図２７Ｊは、図２７のＨおよびＩの四つ
のラグバヨネットキャップを、上記したように、４ラグバヨネットネック仕上げを備えた
フレア型ボトルに取り付けるための原理を示している。図２７Ｊを参照して分かるように
、同図はこのような例示的なキャップの断面図を示し、単なる垂直下方および径方向の動
作によって四つの等しい位置のいずれかからキャップをネックに取り付けることができる
。垂直な動作は、フックのバヨネットスナップオンフックの各々が二つの互いに隣り合っ
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て配設されたラグ同士間で設定されるように線内にキャップを押圧し、捩じれまたは径方
向の動作は、フックの各々をその対応するラグに固定する。フックは、二つの模様付きリ
ブの引き込み構造によって適切な垂直高さまで下方に案内された後、各ラグの垂直棒の下
に取り付けられる。図２７Ｆに示したように、対称性のお陰で、キャップを最初にアセン
ブリ内に配置するために実際に四つの配向があり、この配向のすべてがネック上の対応す
るラグに嵌合されるキャップ内の各フックに適切に取り付けられた４ラグバヨネットキャ
ップと同じ結果を生じることができる。図２７Ｋ、Ｌ、Ｍは、より明確にするために、図
２７Ｊの画像の各々を単に拡大した図である。
【００５７】
　図２７Ｎは、ネックに取り付けられる例示的なキャップを示している。ここで、図２７
Ｎ（ａ）において、キャップのフックは引込構造の下側により左方向に案内されており、
図２７Ｎ（ｂ）において、フックは、この模様付きラグの二つの垂直リブの間に取り付け
られている。図２７Ｏは、（引込構造を有する）二つのラグ上に、各ラグ（各図面のラグ
の左側）上の「エンドリブ」と「戻り止めリブ」（模様付きラグの右側）の特徴を示して
いる。エンドリブはキャップの回り過ぎを防止し、戻り止めリブはキャップを外すための
必要最小限の力を生成する。キャップを外すために、すなわち、キャップを反時計回りに
回すために、フックは戻り止めリブを超えておよび横切って押圧する必要があり、このた
めにはいくらかの力が必要とされる。お分かりのように、エンドリブは、戻り止めリブよ
り径方向外側に突出することから、ユーザはこの障害物によってキャップをこれ以上時計
回りに回すことができない。図２７Ｐは、ネックに取り付けるキャップ（１８０°互いか
ら離間されている）の２つのラグとフックを介した断面図であり、上記のように４ラグバ
ヨネットキャップの原理を図示し、また、キャップのフックが、各ラグの水平棒の下で適
切に位置決めされているネックのラグと連動する状態を示している。図示されているネッ
クが、上記の図７Ｂに示したように内部容器が外部容器を覆うオーバーモールド成形され
た特徴を有していることにも留意されたい。図２７Ｑ、Ｒ、Ｓは、スナップオン原理の更
なる詳細を図示している。図２７Ｑは、その上部パネルにおいて、キャップを整列させる
場合、（キャップとボトルネックの相対的な配向のラグ同士の間で）四つの同一の位置が
どのようにして可能になるかを示している。図２７Ｒは、ラグの垂直傾斜水平部分が純粋
なスナップオン取付けのための垂直な引込構造としてどのように使用することができるか
を示している（回転しない）が、この場合、四つのフックが四つのラグの真上にくるよう
にキャップを整列させる必要がある。最後に、図２８Ｔは、スナップオンが完了した例示
的なキャップとボトルネックを示している。消費者は反時計回りで回すことでキャップを
外すとき、上記に図示したように、バヨネットの原理に基づいてキャップを交換すること
ができる。即ち、キャップは何度でも外して交換することができる。
【００５８】
　図２７Ｕは、キャップを改変不可能に取り付けることが希望される場合を示しており、
これによって、ユーザはキャップを取り外すことはできないし、自ら内容物を補充するこ
とができない。ボトルと装置の間の離脱不可能なスナップオン連結を作成するために、図
２７Ｓおよび図２７Ｔに示した通常のスナップオン実施形態の二つの戻り止めリブ（前述
の戻り止めリブは引込構造を有する二つのラグ上に設けられている）は、装置のスナップ
オンフックがリブ間の適所にロックされる時に、キャップを取り外すために装置を更に反
対方向に回すことができないようにエンドリブの径方向外側への突起を等しくするために
、直径（即ち、径方向外側への突起部）を大きくする必要がある（エンドリブを介してこ
れ以上、時計回りにキャップを回すことができなくなり、離脱不可能なスナップオン接続
は単にこの特徴を戻り止めリブにも拡張する）。
【００５９】
　ブローするためのプリフォーム加熱プロファイルの整合
　上述したように、本発明の様々な例示的な実施形態おいて、プリフォームは、多くの場
合、内部容器用と外部容器用に異なる材料を用いて作られる。しかしながら、これは、例
えば、ＰＥＴおよびＰＰなどの異なる材料がブロー成形を達成するために異なる最適ブロ
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ー温度範囲を有しているという技術的な問題も伴う。上記のように、成形された後、プリ
フォームは、フレア型ボトルに使用するための最終形状になるように空気が吹き込まれる
（ブローされる）。したがって、内部プリフォームと外部プリフォームと両方が一緒にブ
ローされる。両方の層：内層と外層が完全にそれらの最終形状になるようにブローされる
ためにこのブロープロセスを実行するためには両層のブロー温度が厳密に一致しているこ
とが必須である。
【００６０】
　図２８は本プロセスの詳細および例示的な内部容器と外部容器の材料の適切な整合を示
している。図２８Ａを参照するに、ボトル形状にブローされる準備ができるように加熱炉
の内部で回転している例示的なプリフォームが示されている。例示的なプリフォームは、
材料Ａ（例えば、ＰＥＴ）から形成された外層と、材料Ｂ（例えば、ポリブロピレン）か
ら形成された内層と、を有している。一般に、各材料の種類は、それ自体の最適なブロー
温度を有し、これはその可塑化と伝熱プロファイルの関数である。図２８Ａに示したよう
に、内層に対する熱は、プリフォームが加熱炉の中に配置されている限り、外層を介して
送られる必要がある。従って、図示したように、加熱素子２８１０は外部容器の外側に配
設される。よって、外層に対して適切なブロー温度を得るためには、加熱素子の強度およ
び加熱炉の伝熱速度を調節することができるが、この外層に対する最適な調節は、内層が
、外層とは異なる種類の他の材料から形成されている場合は概して、内層に対して最適な
ブロー温度を付与しない。
【００６１】
　図２８Ｂは、内層と外層のブロー温度を最適化することがいかに重要であるかの理由を
示している。図２８Ｂは、完全にブローされたボトルと上記の図７Ａで示した例示的なプ
リフォームに対する底部コーナの細部を示している。ボトルに空気を吹き込んで所定の形
状に成形するために、両方の層が完全に空気を吹き込まれなければならない。内層が外層
の形状に完全に延伸されなければ、ボトルが中から空気を吹き込まれているという理由で
、外層は目標形状に到達しない。この現象は内層の温度が低すぎることによって発生する
。一方、内層の温度が高すぎる場合、両方の層が所望される形状を想定するが、ブロープ
ロセスの周期は大幅に長くなる。結果的に、内層は収縮のせいでへたることがないように
十分に冷却する必要がある。過度に高い温度は他のブロー障害を引き起こしやすい。
【００６２】
　最後に、図２８Ｃは、それぞれ、プリフォームの外層と内層として使用される二つの例
示的な材料に対する理想的な温度の比較を示している。それらのそれぞれの可塑化および
伝熱プロファイルは様々な温度に対して作図されている。ここで、外層は材料Ａであり、
内層は材料Ｂである。図２８Ｃのグラフから分かるように、材料Ａはブロー成形に対して
実に幅広い理想的な温度範囲を有している（それはより大きな傾斜を有しているにもかか
わらず）。材料Ｂの理想的な温度範囲はかなり狭く、その範囲にある間隔もこれに応じて
短い。
【００６３】
　外層および／または内層に異なるカラーや添加剤を使用することにより、二つの異なる
材料から作られている例示的なプリフォームアセンブリをブローするために、最適な可塑
化プロファイルを得ることが可能である。例えば、材料Ｂに黒や茶色の顔料を添加し、材
料Ａに白の顔料を添加することによって、後者による熱吸収率は低くなり、前者は高くな
る。他の添加物も可塑化温度範囲および伝熱特性に影響を与えることができる。これは、
ナノテクノロジによる表面処理により、二つの層の間にコーティングを使用することによ
って、あるいは、および／またはナノテクノロジを使用して分子構造を変化させることに
よって実現できる。図２８Ｄは、材料Ｂがその可塑化領域（つまりブロー温度の最適な範
囲）が現在は材料Ａの可塑領域（つまりブロー温度の最適な範囲）内に存在するように変
更される。
【００６４】
　例えば、ＰＥＴはＰＰおよび他のポリオレフィンより高い可塑化温度を有している。こ
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のように、ＰＥＴ外層とＰＰ（ポリプロピレン）内層から形成されるプリフォームをブロ
ーするためにかなりの不一致が生じる。ＰＰにブラックまたはブラウンカラーを添加し、
ＰＥＴにホワイトカラーを添加することによって、ブラウン／ブラックの方がホワイトよ
り約７０％も多く熱吸収することを考えると、ＰＰの温度範囲を広げて上昇させて、ＰＥ
Ｔの温度範囲を下げることができ、これによって、両層が最適にブローされることができ
る、図２８Ｄに示したような温度間隔が得られる。当然のことながら、利用可能な温度間
隔の中心でブロー成形温度を設定することが望ましいとされるので、プリフォームおよび
／またはその範囲内の領域に、例えば、ガウス分布曲線を用いた場合、この範囲にはでき
るだけ多くのプリフォームがたっぷりと存在し、ブロー成形が良好に実行される。
【００６５】
　従って、本発明の例示的な実施形態において、ブロープロセスの間に幅広いプロセスウ
ィンドゥを得るために、異なる材料から作ることができるプリフォーム層の可塑化曲線は
変えることができる。このような変更が実行されると多層プリフォームは一つの材料から
構成されているかのごとくブローすることができる。
【００６６】
　様々な例示的な実施形態において、プリフォームは３層またはそれ以上であってよい。
このような場合、Ｎ層のプリフォームに対して３層すべてまたはすべてのＮ層は、３層全
てまたはＮ層全てに、場合によっては、様々な層を含む材料に共通であるブロー温度範囲
を有するように調節する必要がある。
【００６７】
　以上に提示された記載および図面は例示のみを目的としておりいずれも以下の特許請求
の範囲の記載事項を逸脱することで本発明を限定することを意図するものではない。当業
者が本明細書に記載されている様々な例示的な実施形態の様々な技術的な態様を容易に組
み合わせることが可能であることは特に留意されたい。
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　キャップ又は装置を容器の開口を囲むネックに取り付ける機構であって、
（ａ）前記容器は、内側円筒面と外側円筒面を有し且つ前記内側円筒面の内側に開口を形
成する円筒壁を備えており、
　前記容器の前記外側円筒面は該外側円筒面に一体的に形成された４つのラグを備えてお
り、
　前記４つのラグは、周方向に隣接するラグの間に所定の周方向間隔をあけて、前記容器
の前記円筒壁に配置されており、
（ｂ）前記キャップ又は装置は内側円筒面を有する円筒壁を備えており、
　前記キャップ又は装置の前記内側円筒面は、前記キャップ又は装置が前記容器に装着さ
れた状態で、前記容器の外側円筒面の周りに配置されており、
　前記内側円筒面は該内側円筒面に一体的に形成された４つのフックを備えており、
　前記４つのフックは前記キャップ又は装置の前記円筒壁の周方向に一定の間隔をあけて
配置されており、
（ｃ）前記４つのラグと前記４つのフックは、
　前記キャップ又は装置の前記内側円筒面を前記容器の外側円筒面の上に載せ、
　前記キャップ又は装置を前記容器に対して下方に移動し、
　前記キャップ又は装置を前記容器に対して前記周方向に回転することによって、前記キ
ャップ又は装置が前記容器に装着されるように構成されている、機構。
【請求項２】
　前記４つのラグは２つの第１ラグと２つの第２ラグを含み、
　前記第１ラグと前記第２ラグは前記容器の前記円筒壁の周方向に交互に配置されており
、
　前記２つの第１ラグはそれぞれ引き込み部と引き出し部を有する、請求項１の機構。
【請求項３】
　前記２つの第１ラグはそれぞれ、
　前記周方向に水平に伸びる第１水平部と、
　前記第１水平部の一端から離れる第１周方向に向けて斜め上方に伸びる前記引き込み部
と、
　前記第１水平部の他端から離れる第２周方向に向けて斜め下方に伸びる前記引き出し部
を備えており、
　前記２つの第ラグはそれぞれ前記周方向に水平に伸びる第２水平部を有し、
　前記４つのフックはそれぞれ前記周方向感覚の周方向長さと同じ周方向長さを有し、
　前記４つのラグと前記４つのフックは、
　前記４つのフックを前記周方向感覚に通過させながら前記キャップ又は装置を前記容器
に対して下方に移動し、
　前記４つのフックの先端が前記第１水平部と前記第２水平部の前記一端に到達するまで
、前記キャップ又は装置における前記４つのフックのうちの２つのフックが前記容器の前
記２つの引き込み部に案内されながら、前記キャップ又は装置を前記容器に対して前記第
２周方向に回転し、
　さらに、前記キャップ又は装置における前記４つのフックが前記容器の前記第１水平部
と前記第２水平部の上を案内されながら、前記キャップ又は前記装置を前記容器に対して
前記第２周方向に回転することによって、前記キャップ又は装置が前記容器の上に装着さ
れるように構成されており、
　前記キャップ又は装置は、
　前記４つのフックの後端が前記容器の前記第１水平部と前記第２水平部の前記一端に到
達するまで、前記キャップ又は装置の前記４つのフックが前記容器の前記第１水平部と前
記第２水平部に案内されながら、前記キャップ又は装置を前記容器に対して前記第１周方
向に回転し、
　さらに、前記４つのフックのうちの前記２つのフックが前記容器の前記引き出し部に案
内されながら、前記キャップ又は装置を前記容器に対して前記第１周方向に回転すること
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によって、前記容器から取り外される、請求項２の機構。
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