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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口部、肩部、胴部及び底部がボトル軸方向に沿ってこの順に連設されたボトルであって
、
　前記肩部は、その外周縁部回りに回動自在に変形することで、ボトル軸に直交する径方
向の内側に向かうに従い漸次ボトル軸方向に沿う前記口部側の上方へ向けて傾斜する注出
姿勢、及び、前記径方向の内側に向かうに従い漸次ボトル軸方向に沿う前記底部側の下方
へ向けて傾斜するスタック姿勢のいずれかを選択可能とされ、
　前記底部は、
　外周縁部に位置する接地部と、
　ボトル軸上に位置して上方へ向けて窪む陥没部と、を備え、
　前記口部が、当該ボトルとは異なる他のボトルの前記陥没部内に収納された状態で、前
記スタック姿勢とされた前記肩部の外周縁部上に、前記他のボトルの前記接地部が載置さ
れる構成とされ、
　前記口部と前記肩部との間に、これらを連結する首部が設けられ、
　前記首部における前記肩部との接続部分は、上方に向かうに従い漸次前記径方向の外側
に向けて傾斜していることを特徴とするボトル。
【請求項２】
　請求項１に記載のボトルであって、
　前記肩部が前記スタック姿勢とされた状態で、前記首部上に、前記他のボトルの前記底
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部が載置可能であることを特徴とするボトル。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のボトルであって、
　前記口部を着脱可能に覆うキャップが設けられ、
　前記キャップが前記口部に装着された状態で、前記キャップ及び前記口部が、前記他の
ボトルの前記陥没部内に収納可能であることを特徴とするボトル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボトルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＥＴボトルに代表されるような合成樹脂製のボトルは、軽量で取り扱いが容易である
こと、透明でガラス製の容器に比較して遜色のない外観を呈すること等から、例えば飲料
の容器として利用されている。
　従来、この種のボトルとして、例えば下記特許文献１に示されるような、口部、肩部、
胴部及び底部がボトル軸方向に沿ってこの順に連設され、底部におけるボトル軸上に上方
（ボトル軸方向に沿う口部側）へ向けて窪む穴部が形成され、下方（ボトル軸方向に沿う
底部側）に位置する一のボトルの口部を、上方に位置する他のボトルの穴部に嵌合させる
ことで、複数のボトルを上下に積み重ねるものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１９９４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来のボトルでは、上下に積み重ねられるボトル同士の連結部
分となる口部の直径が小さく、これらボトルを安定して積み重ねることができなかった。
　一方、口部より直径の大きい肩部を利用して、該肩部上に他のボトルの底部を載置する
ことが考えられるが、一般に肩部はボトル軸に直交する径方向の内側に向かうに従い漸次
上方へ向けて傾斜して形成されているため、この傾斜部分にボトル底部が載置されると積
み重ね状態が不安定となる。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、内容物を注出しやすい形状
とされた肩部を備えつつも、複数のボトルをボトル軸方向に安定して積み重ねることがで
きるボトルを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
　本発明は、口部、肩部、胴部及び底部がボトル軸方向に沿ってこの順に連設されたボト
ルであって、前記肩部は、その外周縁部回りに回動自在に変形することで、ボトル軸に直
交する径方向の内側に向かうに従い漸次ボトル軸方向に沿う前記口部側の上方へ向けて傾
斜する注出姿勢、及び、前記径方向の内側に向かうに従い漸次ボトル軸方向に沿う前記底
部側の下方へ向けて傾斜するスタック姿勢のいずれかを選択可能とされ、前記底部は、外
周縁部に位置する接地部と、ボトル軸上に位置して上方へ向けて窪む陥没部と、を備え、
前記口部が、当該ボトルとは異なる他のボトルの前記陥没部内に収納された状態で、前記
スタック姿勢とされた前記肩部の外周縁部上に、前記他のボトルの前記接地部が載置され
る構成とされ、前記口部と前記肩部との間に、これらを連結する首部が設けられ、前記首
部における前記肩部との接続部分は、上方に向かうに従い漸次前記径方向の外側に向けて
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傾斜していることを特徴とする。
【０００７】
　本発明のボトルによれば、肩部を変形させることで注出姿勢及びスタック姿勢のいずれ
かを選択可能であるので、該ボトルに収容された内容物を注出する際には肩部を注出姿勢
とすることで、内容物を注出しやすい。また、複数のボトルをボトル軸方向に積み重ねて
保管等（スタック）する際には、肩部をスタック姿勢とし、該肩部の外周縁部上に、他の
ボトルの底部の接地部を載置することで、これらボトルを安定して積み重ねることができ
る。
【０００８】
　具体的に、従来では複数のボトルをボトル軸方向に積み重ねる際、例えば下方に位置す
る一のボトルの口部を、上方に位置する他のボトルの底部に嵌合したり、前記一のボトル
の肩部の傾斜部分に前記他のボトルの底部を載置したりしていたが、一のボトル上に配設
された他のボトルが不安定な姿勢となり、これらボトルを安定して積み重ねることができ
なかった。
　一方、本発明によれば、下方に位置する一のボトルの口部は上方に位置する他のボトル
の陥没部内に収納して、前記一のボトルの肩部の外周縁部で前記他のボトルの底部の外周
縁部（接地部）を支持できるので、これらボトルの積み重ね姿勢が安定する。
【０００９】
　このように本発明によれば、内容物を注出しやすい形状とされた肩部を備えつつも、複
数のボトルをボトル軸方向に安定して積み重ねることができる。
【００１０】
　また、前記口部と前記肩部との間に、これらを連結する首部が設けられ、前記首部にお
ける前記肩部との接続部分は、上方に向かうに従い漸次前記径方向の外側に向けて傾斜し
ている。
【００１１】
　首部の前記接続部分が、スタック姿勢とされた肩部の形状に沿うように形成されること
から、肩部を注出姿勢からスタック姿勢とする際に、前記接続部分によって該肩部を下方
に押し下げやすくなるとともに、スタック姿勢に容易に変形させることができる。また、
肩部を押し下げる際に、首部及びその上方の口部がボトル軸に対して傾倒されにくくなり
、複数のボトルの積み重ね姿勢がより安定する。
【００１２】
　また、本発明のボトルにおいて、前記肩部が前記スタック姿勢とされた状態で、前記首
部上に、前記他のボトルの前記底部が載置可能であることとしてもよい。
【００１３】
　この場合、上述のようにボトルの肩部の外周縁部上に他のボトルの底部の接地部が載置
されつつ、前記外周縁部の径方向内側に位置する首部上にも、他のボトルの底部が載置さ
れるので、複数のボトルの積み重ね姿勢がより安定する。
【００１４】
　また、本発明のボトルにおいて、前記口部を着脱可能に覆うキャップが設けられ、前記
キャップが前記口部に装着された状態で、前記キャップ及び前記口部が、前記他のボトル
の前記陥没部内に収納可能であることとしてもよい。
【００１５】
　この場合、ボトルに内容物を充填する前後を問わず、複数のボトルを安定して積み重ね
られ、種々様々な積み重ねの態様に対応でき使い勝手がよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るボトルによれば、内容物を注出しやすい形状とされた肩部を備えつつも、
複数のボトルをボトル軸方向に安定して積み重ねることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】本発明の一実施形態に係るボトルを示す正面図である。
【図２】図１のボトルを複数用いてボトル軸方向に積み重ねた状態を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態に係るボトル１について、図面を参照して説明する。
　本実施形態のボトル１は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の合成樹脂により
形成されているとともに、図１に示されるように有底筒状をなしており、ボトル軸Ｏ方向
に沿って口部２、首部６、肩部３、胴部４及び底部５がこの順に一体的に連設されている
。
　尚、これら口部２、首部６、肩部３、胴部４及び底部５は、それぞれの中心軸線が共通
軸上に配置されている。本実施形態ではこの共通軸をボトル軸Ｏといい、ボトル軸Ｏ方向
に沿う口部２側を上方、底部５側を下方という。また、ボトル軸Ｏに直交する方向を径方
向といい、ボトル軸Ｏ回りに周回する方向を周方向という。
【００１９】
　本実施形態のボトル１は、射出成形により形成されたプリフォームを２軸延伸ブローし
てなるブロー成形品であり、ボトル１内部には飲料等の内容物が収容される。ボトル１は
、その内容量が数リットル（例えば２～５リットル程度）とされた大容量タイプのピンチ
グリップ式ボトルとなっている。
【００２０】
　図１において、口部２は、円筒状をなしており、ボトル１の該口部２以外の首部６、肩
部３、胴部４及び底部５より小径とされている。また口部２の開口部は、ボトル１の内容
物を注出するための注出口となっている。
　口部２の外周面のうち、少なくとも上端部には、雄ねじ部２ａが形成されている。口部
２の雄ねじ部２ａには、図２に示される有頂筒状をなすキャップ７の雌ねじ部（不図示）
が螺合するようになっており、これにより、キャップ７は口部２を着脱可能に覆い、また
口部２に対してキャップ７が装着されることで該口部２の注出口が封止される。
【００２１】
　図１に示されるように、口部２において首部６に連なる下端部は、ネック部２ｂとなっ
ている。また、口部２の外周面のうち、雄ねじ部２ａとネック部２ｂとの間には、径方向
外側に突出するとともに周方向に沿って延びる環状のネックリング２ｃが形成されている
。
【００２２】
　首部６は、口部２と肩部３との間に設けられて、これらを連結している。首部６は、ボ
トル軸Ｏ方向に沿う両端部よりも中央部が大径とされた筒状をなしている。
　首部６は、口部２よりも大径とされており、該首部６における口部２との接続部分であ
る上側部分６ａは、口部２から下方に向かうに従い漸次径方向の外側に向けて傾斜して形
成されている。つまり上側部分６ａは、下方に向かうに従い漸次拡径している。
【００２３】
　また、首部６における肩部３との接続部分である下側部分６ｂは、肩部３から上方に向
かうに従い漸次径方向の外側に向けて傾斜して形成されている。つまり下側部分６ｂは、
上方に向かうに従い漸次拡径している。
　尚、首部６における上側部分６ａの上端の直径は、下側部分６ｂの下端の直径よりも小
さくなっている。
　このような形状とされた首部６は、後述する肩部３より剛性が高められており、該肩部
３が変形する際においても変形しにくくされている。
【００２４】
　肩部３は、その外周縁部３ａ回りに回動自在に変形することで、径方向の内側に向かう
に従い漸次上方へ向けて傾斜する注出姿勢（図１に示される状態）、及び、径方向の内側
に向かうに従い漸次下方へ向けて傾斜するスタック姿勢（図２に示される状態）のいずれ
かを選択可能とされている。
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【００２５】
　具体的に、肩部３は、図１に示される略円錐状の注出姿勢から、胴部４に対して口部２
及び首部６を下方に押し下げることで外周縁部３ａ回りに回動変形して、図２に示される
略逆円錐状のスタック姿勢に維持されるようになっている。また逆に、肩部３は、図２に
示されるスタック姿勢から、胴部４に対して口部２及び首部６を上方に引き上げることで
外周縁部３ａ回りに回動変形して、図１に示される注出姿勢に維持されるようになってい
る。
【００２６】
　肩部３が注出姿勢とされた図１においては、肩部３は外周縁部３ａから径方向内側に向
かうに従い漸次上方に向かって延設されており、この注出姿勢において首部６は肩部３よ
りも上方に配置されている。
　また、肩部３がスタック姿勢とされた図２においては、肩部３は外周縁部３ａから径方
向内側に向かうに従い漸次下方に向かって延設されており、このスタック姿勢において首
部６の上端部以外の部位（具体的には上側部分６ａにおける上半分以外の部位及び下側部
分６ｂ）が、肩部３の外周縁部３ａよりも下方に配置されている。また、このスタック姿
勢において、首部６の下側部分６ｂと肩部３とは、互いに平行となるように対向配置（又
は当接）される。
【００２７】
　図１において、肩部３の外周面には、略台形状の平面からなるパネル面３ｂが複数形成
されているとともに、周方向に配列している。また、周方向に隣接するパネル面３ｂ同士
の間には、直線状の稜線部３ｃがそれぞれ形成されている。
【００２８】
　胴部４は、円筒状をなしており、該胴部４の外周面において肩部３に連なる上端部、及
び、底部５に連なる下端部には、径方向内側に窪むとともに周方向に沿って延びる環状の
細溝４ａが、それぞれ形成されている。また、胴部４の上端部に位置する細溝４ａの下方
、及び、胴部４の下端部に位置する細溝４ａの上方には、径方向内側に窪むとともに周方
向に沿って延びる環状をなし細溝４ａよりも溝幅の大きい太溝４ｂが、それぞれ形成され
ている。
【００２９】
　胴部４の外周面において上下一対の太溝４ｂに挟まれる領域は、商品ラベル等が表示さ
れる正面領域Ｆと、正面領域Ｆとは径方向の反対側を向く背面領域（不図示）と、これら
正面領域Ｆ及び背面領域の間に位置する一対の側面領域Ｓと、を有している。すなわち、
胴部４の外周面には、周方向に沿って正面領域Ｆ、一方の側面領域Ｓ、背面領域、他方の
側面領域Ｓが、この順に配置されている。
【００３０】
　胴部４の外周面のうち正面領域Ｆは、ボトル軸Ｏに垂直な断面が凸円弧状をなしており
、具体的には、商品ラベル等の貼着及び表示に適した円柱面状に形成されている。また、
胴部４の正面領域Ｆには、径方向内側に窪むとともに周方向に沿って延びる正面溝４ｃが
形成されている。
　また、胴部４の外周面のうち、ボトル軸Ｏを径方向に挟んで互いに対向する（つまり背
中合わせとされた）一対の側面領域Ｓには、該外周面の他の部位よりも窪まされた指当て
用凹部（不図示）がそれぞれ形成されている。このボトル１は、上述した通りピンチグリ
ップ式ボトルであり、使用者が背面領域に掌をあてがうようにしつつ、これらの指当て用
凹部内に手指を挿入して、把持するようになっている。
【００３１】
　底部５は略円板状をなしており、その外周縁部に位置する接地部５ａと、ボトル軸Ｏ上
（径方向中央部）に位置して上方へ向けて窪む陥没部５ｂと、を備えている。接地部５ａ
の径方向位置は、肩部３の外周縁部３ａの径方向位置に対応して設定されている。また、
陥没部５ｂは有頂筒状をなしており、頂壁５ｃ及び周壁５ｄを有している。また、頂壁５
ｃ及び周壁５ｄの内周面には、ボトル軸Ｏを中心とした放射状をなすように複数のリブが
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形成されている。
【００３２】
　周壁５ｄの下端開口部は、下方に向かうに従い漸次径方向外側へ向けて傾斜して形成さ
れている。具体的に、周壁５ｄの下端開口部におけるボトル軸Ｏ方向に沿う単位長さあた
りの径方向へ向けた変位量は、上述した首部６の上側部分６ａにおける前記変位量に対し
て略同等とされている。そして図２に示されるように、保管時などにおいて複数のボトル
１Ａ、１Ｂを上下に積み重ねるときに、下方に位置する一のボトル１Ａの首部６の上側部
分６ａに対して、他のボトル１Ｂの底部５における周壁５ｄの下端開口部が略平行に対向
配置されるようになっている。
【００３３】
　そして、このように構成されたボトル１を複数用いてボトル軸Ｏ方向（上下）に積み重
ねる際には、上下に積み重ねられる一対のボトル１Ａ、１Ｂのうち、下方に位置する一の
ボトル１Ａの口部２が、当該ボトル１Ａとは異なる他のボトル１Ｂの陥没部５ｂ内に収納
された状態で、一のボトル１Ａの前記スタック姿勢とされた肩部３の外周縁部３ａ上に、
他のボトル１Ｂの接地部５ａが載置される構成となっている。
　具体的に本実施形態では、一のボトル１Ａにおいてキャップ７が口部２に装着された状
態で、これらキャップ７及び口部２が、他のボトル１Ｂの陥没部５ｂ内に収納可能である
。
【００３４】
　尚、特に図示していないが、一のボトル１Ａの肩部３がスタック姿勢とされた状態で、
該ボトル１Ａの首部６上に、他のボトル１Ｂの底部５が載置可能であることとしてもよい
。具体的に図２においては、一のボトル１Ａにおける首部６の上側部分６ａと、他のボト
ル１Ｂの底部５における周壁５ｄの下端開口部との間には隙間が設けられているが、この
代わりに、これら上側部分６ａと前記下端開口部とが当接していてもよく、接地部５ａが
前記上側部分６ａと前記外周縁部３ａの両方に当接してもよい。
【００３５】
　以上説明した本実施形態のボトル１によれば、肩部３を変形させることで注出姿勢及び
スタック姿勢のいずれかを選択可能であるので、該ボトル１に収容された内容物を注出す
る際には肩部３を注出姿勢とすることで、内容物を注出しやすい。また、複数のボトル１
Ａ、１Ｂをボトル軸Ｏ方向に積み重ねて保管等（スタック）する際には、下方のボトル１
Ａの肩部３をスタック姿勢とし、該肩部３の外周縁部３ａ上に、上方のボトル１Ｂの底部
５の接地部５ａを載置することで、これらボトル１Ａ、１Ｂを安定して積み重ねることが
できる。
【００３６】
　具体的に、従来では複数のボトルをボトル軸方向に積み重ねる際、例えば下方に位置す
る一のボトルの口部を、上方に位置する他のボトルの底部に嵌合したり、前記一のボトル
の肩部の傾斜部分に前記他のボトルの底部を載置したりしていたが、一のボトル上に配設
された他のボトルが不安定な姿勢となり、これらボトルを安定して積み重ねることができ
なかった。
　一方、本実施形態によれば、下方に位置する一のボトル１Ａの口部２は上方に位置する
他のボトル１Ｂの陥没部５ｂ内に収納して、一のボトル１Ａの肩部３の外周縁部３ａで他
のボトル１Ｂの底部５の外周縁部（接地部５ａ）を支持できるので、これらボトル１Ａ、
１Ｂの積み重ね姿勢が安定する。
【００３７】
　このように本実施形態によれば、内容物を注出しやすい形状とされた肩部３を備えつつ
も、複数のボトル１をボトル軸Ｏ方向に安定して積み重ねることができるのである。
【００３８】
　また、口部２と肩部３との間に、これらを連結する首部６が設けられており、首部６に
おける肩部３との接続部分（下側部分６ｂ）は、上方に向かうに従い漸次径方向の外側に
向けて傾斜しているので、下記の効果を奏する。
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　すなわち、首部６の前記接続部分（下側部分６ｂ）が、図２に示されるスタック姿勢と
された肩部３の形状に沿うように形成されることから、肩部３を図１の注出姿勢から図２
のスタック姿勢とする際に、前記接続部分によって該肩部３を下方に押し下げやすくなる
とともに、スタック姿勢に容易に変形させることができる。また、肩部３を押し下げる際
に、首部６及びその上方の口部２がボトル軸Ｏに対して傾倒されにくくなり、複数のボト
ル１の積み重ね姿勢がより安定する。
【００３９】
　また、一のボトル１Ａの肩部３がスタック姿勢とされた状態で、その首部６上に、他の
ボトル１Ｂの底部５を載置可能に構成した場合には、下記の効果が得られる。
　すなわち、上述のようにボトル１Ａの肩部３の外周縁部３ａ上に他のボトル１Ｂの底部
５の接地部５ａが載置されつつ、該ボトル１Ａの外周縁部３ａの径方向内側に位置する首
部６上にも、他のボトル１Ｂの底部５が載置されるので、複数のボトル１Ａ、１Ｂの積み
重ね姿勢がより安定する。
【００４０】
　また本実施形態では、スタックするボトル１に、口部２を着脱可能に覆うキャップ７が
設けられており、該キャップ７が口部２に装着された状態で、これらキャップ７及び口部
２が他のボトル１Ｂの陥没部５ｂ内に収納可能とされているので、ボトル１に内容物を充
填する前後を問わず、複数のボトル１を安定して積み重ねられ、種々様々な積み重ねの態
様に対応でき使い勝手がよい。
【００４１】
　また、肩部３のパネル面３ｂが平面状をなしているので、上述した該肩部３の変形を許
容しやすくなっており、かつ、隣り合うパネル面３ｂ同士の間に位置する稜線部３ｃによ
って、該肩部３の剛性が所定以下にまで低減されるようなことが防止されている。尚、平
面状のパネル面３ｂは、ボトル１の内圧変動に応じて膨出変形したり陥没変形したりする
ことも容易である。
【００４２】
　尚、本発明は前述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００４３】
　例えば、前述の実施形態では、ボトル１が、大容量タイプのピンチグリップ式ボトルで
あるとしたが、これに限定されるものではなく、小容量タイプのボトルや、ピンチグリッ
プ式以外のボトルに対しても本発明を適用可能であり、横断面形状が円形や角形など、種
々の形態のボトルに対しても本発明を適用可能である。
【００４４】
　また、前述の実施形態では、口部２と肩部３とを連結する首部６が設けられているとし
たが、本発明とは技術思想が異なる参考例ではこれに限定されるものではなく、例えば首
部６が設けられずに口部２と肩部３とが直接連結されていてもよい。ただし、首部６が設
けられることで、肩部３を安定して注出姿勢とスタック姿勢との間で変形させることがで
きる。
【００４５】
　また、首部６の形状は、前述の実施形態で説明したものに限定されない。具体的に、例
えば首部６の上側部分６ａは、ボトル軸Ｏに垂直な平面状とされていてもよい。
　さらに、肩部３の外周縁部３ａに環状の載置面（水平面や波状面等、接地部５ａが載置
可能な構造のものであればよい）を設けてもよく、この場合は前記載置面の内縁により（
内縁回りに）肩部３が回動するように構成してもよい。
【００４６】
　また、図２においては、上下に積み重ねられる複数のボトル１の口部２にキャップ７が
装着された例を示したが、口部２にキャップ７を装着しない状態で、これらボトル１をス
タックすることとしてもよい。
【００４７】
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　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周
知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、上記した変形例を適宜組み合わ
せてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１　ボトル
　１Ａ　下方に位置する一のボトル
　１Ｂ　上方に位置する他のボトル
　２　口部
　３　肩部
　３ａ　外周縁部
　４　胴部
　５　底部
　５ａ　接地部
　５ｂ　陥没部
　６　首部
　６ｂ　下側部分（首部における肩部との接続部分）
　７　キャップ
　Ｏ　ボトル軸

【図１】 【図２】
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