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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部表面を有する包囲カートンであって、
　該カートンは主ブランクおよび該主ブランクに接着された少なくとも1つの副ブランク
から組み立てられ、該少なくとも1つの副ブランクは前記主ブランクの全体よりも小さい
面積で前記主ブランクに重なっており、前記主ブランクは第１の周縁部に沿って複数のエ
ンドトップフラップを含んでおり、且つ前記主ブランクは第２の周縁部に沿って複数のエ
ンドボトムフラップを含んでおり、
　前記カートンは、
　前記第１の周縁部の前記主ブランクの前記複数のエンドトップフラップによって形成さ
れる上部閉鎖部と、
　前記第２の周縁部の前記主ブランクの前記複数のエンドボトムフラップによって形成さ
れる底部閉鎖部と、
　第１のサイドパネルと、
　第２のサイドパネルと、
　第１のエンドパネルと、
　第２のエンドパネルと、
を備え、
　前記第１のサイドパネル、前記第２のサイドパネル、前記第１のエンドパネル、前記第
２のエンドパネル、前記上部閉鎖部及び前記底部閉鎖部が前記カートンの内部容積を部分
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的に包囲且つ画定し、
　前記カートンは、
　前記内部表面の少なくとも一部に取り付けられ、前記カートンの前記内部容積の少なく
とも一部の内部を覆う液密性の容器
を備え、
　前記少なくとも1つの副ブランクは、前記上部閉鎖部と隣接する前記主ブランクに接着
される上部副ブランクと、前記底部閉鎖部において前記主ブランクと接着される下部副ブ
ランクとを備え、前記上部副ブランクは、前記主ブランクの前記複数のエンドトップフラ
ップと重なる複数のエンドトップフラップを備え、且つ前記下部副ブランクは、前記主ブ
ランクの前記複数のエンドボトムフラップと重なる複数のエンドボトムフラップを備える
ことを特徴とするカートン。
【請求項２】
　前記底部閉鎖部は、複数のボトムフラップを備えることを特徴とする請求項１に記載の
カートン。
【請求項３】
　前記容器は、前記少なくとも1つの副ブランクに接着されることを特徴とする請求項１
に記載のカートン。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの副ブランクは、前記第１のサイドパネル、前記第２のサイドパネ
ル、前記第１のエンドパネル、および前記第２のエンドパネルのうちの少なくとも２つに
接着されることを特徴とする請求項１に記載のカートン。
【請求項５】
　前記少なくとも1つの副ブランクは、前記底部閉鎖部と前記上部閉鎖部との間において
前記主ブランクに接着されることを特徴とする請求項１に記載のカートン。
【請求項６】
　前記上部閉鎖部は、第１のサイドトップフラップと、第２のサイドトップフラップとを
備えることを特徴とする請求項５に記載のカートン。
【請求項７】
　前記容器は、前記上部閉鎖部に隣接した前記内部表面に接着されることを特徴とする請
求項５または６に記載のカートン。
【請求項８】
　引き裂きストリップをさらに備え、該引き裂きストリップは、少なくとも部分的に前記
カートンの蓋を画定することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のカート
ン。
【請求項９】
　前記引き裂きストリップは、前記蓋が取り外し可能となるように前記カートンの周縁部
に延在することを特徴とする請求項８に記載のカートン。
【請求項１０】
　前記引き裂きストリップは、前記蓋が枢動可能となるように前記カートンの周縁部の一
部に延在することを特徴とする請求項８に記載のカートン。
【請求項１１】
　主ブランクおよび少なくとも1つの副ブランクから組み立てられ、内部表面を有する多
重カートンを利用する方法であって、前記主ブランクは、第１の周縁部及び第２の周縁部
を含み、
　該方法は、
　カートンを設けるステップ
を含み、
　該カートンは、
　前記第２の周縁部に沿った前記主ブランクの複数のエンドボトムフラップによって形成
される底部閉鎖部と、
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　前記第１の周縁部に沿った前記主ブランクの複数のエンドトップフラップによって形成
される上部閉鎖部と、
　第１のサイドパネルと、
　第２のサイドパネルと、
　第１のエンドパネルと、
　第２のエンドパネルと、
を備え、
　前記第１のサイドパネル、前記第２のサイドパネル、前記第１のエンドパネル、前記第
２のエンドパネル、前記上部閉鎖部および前記底部閉鎖部が前記カートンの内部容積を部
分的に包囲且つ画定しており、
　前記カートンは、
　前記内部表面の少なくとも一部に取り付けられ、かつ前記カートンの前記内部容積の少
なくとも一部の内部を覆う液密性の容器
を備えており、
　前記少なくとも1つの副ブランクは、前記上部閉鎖部と隣接する前記主ブランクに接着
される上部副ブランクと、前記底部閉鎖部において前記主ブランクと接着される下部副ブ
ランクとを備え、前記上部副ブランクは、前記主ブランクの前記複数のエンドトップフラ
ップと重なる複数のエンドトップフラップを備え、且つ前記下部副ブランクは、前記主ブ
ランクの前記複数のエンドボトムフラップと重なる複数のエンドボトムフラップを備えて
おり、
　当該方法は、
　前記カートンの上部を開くステップと、
　前記少なくとも1つの副ブランクを少なくとも部分的に開くことにより、前記カートン
の前記内部容積を拡張させて前記少なくとも1つの副ブランクの上部を画定するステップ
と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの副ブランクは、前記第１のサイドパネル、前記第２のサイドパネ
ル、前記第１のエンドパネル、および前記第２のエンドパネルのうちの少なくとも２つに
接着されていることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記カートンの上部を開くステップは、前記カートンにおける少なくとも1つの引き裂
き機能部を引き裂くステップを含むことを特徴とする請求項１１または１２に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本出願は、２００６年５月１８日付けで出願された米国仮出願第６０／８０１，５２５
号の利益を主張し、その全体の内容は、参照することにより本願に援用される。
【関連出願】
【０００２】
　本出願は、２００６年１２月１８日付け出願の米国出願番号第１１／６１２，１０３号
、名称「バリアフィルムを備えた折畳可能なクーラーパック」に関連し、その全体の内容
は、参照することにより本願に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　分配カートンは既知である。従来の分配カートンは、中に形成された分配機能を備えた
トップパネルを有する場合がある。そのようなカートンは、例えばカートンを開いたとき
にトップパネルまたは他のパネルから分配することができる飲料容器等の物品を収容する
ために使用することができる。典型的には、従来のカートンは封入した容器を冷やしてお
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くために冷蔵されなければならない。カートンを冷蔵庫から出して容器を分配するときの
ように、カートンが冷蔵されなくなると、容器は望ましくない温度上昇に曝される場合が
ある。したがって容器は再び冷蔵またはその他の様式で冷却されなければならない。さら
に、従来のカートンに含まれる分配機能では、カートンが一度開かれると再び確実に閉め
ることができなくなってしまう可能性がある。したがって、一度カートンが開かれると、
カートン内に維持される物品が不注意にもカートンから落ちてしまう可能性がある。
【０００４】
　従来のカートンは、典型的には、単層の板紙または同様の材料から形成される。運搬用
ハンドルは、カートンの１つ以上のパネルに形成することができ、カートンを運搬するた
めに使用される。カートンは、飲料容器等の比較的重い物品を運搬するために使用される
ことが多いため、カートンの荷重に対応するためにはハンドルまたはカートンの他のセク
ションの強度を上げなければならない。板紙カートンの耐荷重能力を上げるための従来の
方法は、異なる強固な板紙材料のブランクからカートンを作成するか、または、同じカー
トン材料であるが厚さまたはキャリパがより大きい材料からブランクを作成することであ
る。そのような従来の方法は、典型的には、カートンの製造に関連したコストを増加させ
、製造の材料コストは一般に、ブランク全体の強度および／または厚さを増加させるコス
トに従って増加する。しかしながら、ブランクの一部のセクションは荷重を受けない場合
があり、ブランクの荷重を受けないセクションの強度の増加に関連した追加のコストが無
駄となる。
【０００５】
［発明の概要］
　本発明の第１の実施形態によれば、カートンは、ボトム閉鎖部と、第１のサイドパネル
と、第２のサイドパネルと、第１のエンドパネルと、第２のエンドパネルとを備え、サイ
ドパネルおよびエンドパネルとボトム閉鎖部とがカートンの内部容積を部分的に画定する
。液密性の容器は、カートンの内部表面の少なくとも一部に取り付けられ、カートンの内
部容積の少なくとも一部に対し液密に内部を覆うことを提供する。
【０００６】
　第１の実施形態の態様によれば、カートンの上部を開き、氷、冷水、追加の容器、およ
び／または他の物品を開いた上部端部からカートン内に入れることができる。カートンの
内部容積は、融解する氷から発生する水、結露、他の液体等の液体、および、ごみ、粒状
物質等の物体を維持するために使用することができる。
【０００７】
　本発明の他の態様によれば、カートンは、主ブランクおよび１つ以上の副ブランクを備
える多重ブランクから形成することができる。副ブランクは、カートンの選択されたセク
ションを多重とするように構成されてもよい。副ブランクは、例えば、多重カートンの強
度および／または耐荷重能力を上げるために主ブランクを強化するために使用することが
できる。副ブランクは、任意の数の所望の場所で主ブランクを強化するよう構成すること
ができる。主ブランクの特定領域の選択的な強化により、比較的少量の板紙または他の構
造材料を使用して高い耐荷重能力を有する高強度カートンを生成することができる。
【０００８】
　本発明の他の態様によれば、副ブランクを少なくとも部分的に開いてカートンを拡張構
成とすることができる。拡張構成では、カートン内部の高さ、および同時にカートンの内
部容積が増加する。カートンの増加した内部容積は、カートン内に追加の容器または氷等
を収納するために使用することができる。カートンの実質的に全ての内部容積が液密とな
るように、副ブランクの上縁部に隣接したカートンの内部表面に液密性の容器を接着する
ことができる。
【０００９】
　本発明の他の態様、機能、および詳細は、図面と併せて、且つ添付の請求項から以下の
詳細な説明を参照することにより、より完全に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１Ａ】本発明の第１の実施形態によるカートンを形成するために使用される多重ブラ
ンクの平面図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示される多重ブランクの主ブランクの平面図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示される多重ブランクの第１の副ブランクの平面図である。
【図１Ｄ】図１Ａに示される多重ブランクの第２の副ブランクの平面図である。
【図１Ｅ】図１Ａのブランクへの液密性の容器の適用例を示す図である。
【図２】第１の実施形態のカートンの組立ステップを示す図である。
【図３】第１の実施形態のカートンの組立ステップを示す図である。
【図４】第１の実施形態のカートンの組立ステップを示す図である。
【図５】第１の実施形態のカートンの組立ステップを示す図である。
【図６】第１の実施形態のカートンの組立ステップを示す図である。
【図７】容器が収納された状態の組み立てられた第１の実施形態のカートンを示す図であ
る。
【図８】カートンの上部が開けられた状態の第１の実施形態のカートンを示す図である。
【図９】開けられたカートンの内部に氷が注ぎ込まれた状態の第１の実施形態のカートン
を示す図である。
【図１０】切り離された蓋セクションでカートンの上部が閉じられた後の第１の実施形態
のカートンを示す図である。
【図１１Ａ】本発明の第２の実施形態によるカートンを形成するために使用される多重ブ
ランクの平面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示される多重ブランクの主ブランクの平面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ａに示される多重ブランクの第１の副ブランクの平面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ａに示される多重ブランクの第２の副ブランクの平面図である。
【図１１Ｅ】図１１Ａの多重ブランクへの液密性の容器の適用例を示す図である。
【図１２】図１１Ａのブランクが第２の実施形態によるカートンに形成される組立ステッ
プを示す図である。
【図１３】第２の実施形態のカートンの組立ステップを示す図である。
【図１４】容器が収納された状態の組み立てられた第２の実施形態のカートンを示す。
【図１５】カートンの上部が開けられた状態の第２の実施形態のカートンを示す図である
。
【図１６Ａ】本発明の第３の実施形態による多重ブランクの主ブランクの平面図である。
【図１６Ｂ】本発明の第３の実施形態による多重ブランクの副ブランクの平面図である。
【図１６Ｃ】液密性の容器が適用された状態の、本発明の第３の実施形態による多重ブラ
ンクを示す図である。
【図１７】第３の実施形態による図１６Ｃの多重ブランクから形成されたカートンを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　一般的な方法により、以下に考察される図面の様々な特徴部は、必ずしも原寸に比例し
て描写されるとは限らない。図面における様々な特徴部および要素の寸法は、本発明の実
施形態をより明確に図示するために、拡大または縮小される可能性がある。
【００１２】
　本発明の第１の実施形態は、飲料容器等の物品を貯蔵し分配するのに適したカートンに
関する。カートンは、例えば液体、氷、または他の冷却剤をカートン内に収納するのに適
した容器を提供する。容器は、例えば液密性であってもよい。例示的な一実施形態では、
開いたカートンに氷を加え、カートン内に保持された物品を冷却することができる。氷が
融解すると、生じる流出水の全てまたは一部は、液密性の容器内に保持されることが可能
である。カートンの耐荷重能力を上げる、カートンの内部容積を増加させる、再び閉じる
ことが可能な蓋を提供する、または他の利点を提供するために、例えば、１つ以上の強化



(6) JP 4837092 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

副ブランクを含めてカートンの選択された部分の強度を上げることができる。
【００１３】
　このカートンの実施形態内に収納される物品としては、例えば花弁状(petaloid)のボト
ル容器、飲料缶、ガラスもしくはプラスチックボトル、または食料品の包装に使用される
もの等の他の容器を含めることができる。本発明の範囲を制限する目的ではなく、図示の
目的のために、以下の詳細な説明は、図示されたカートンの中に配置されるような飲料ボ
トルを説明している。本明細書では、「側部」、「底部」、「下方」、「上方」、および
「上部」という用語は、完全に組み立てられた直立カートンに関して決定される方向を示
す。本明細書において、「端部」および「側部」という用語は、参照の容易性のために使
用されるものであり、パネルまたはフラップの相対的大きさを意味するものではない。
【００１４】
　図１Ａは、本発明の第１の実施形態によるカートン２８０（図７に図示）を形成するた
めに使用される多重ブランク８の平面図である。多重ブランク８は主ブランク５、および
上部副ブランク１０５および下部副ブランク２０５から成形され、それらは主ブランク５
の内側に接着、ラミネート、またはその他の様式で接合される。主ブランク５の内側また
は下側表面は、副ブランク１０５、２０５が接着された状態で、図１Ａに示される。本明
細書の図面において、副ブランク１０５、２０５の表面は点描で網掛けされているが、こ
れは副ブランク１０５、２０５を点描されていない主ブランク５と区別することのみを目
的とする。図示される実施形態では、副ブランク１０５、２０５は主ブランク５の内側に
接着されているが、これらは外側または印刷側に接着されてもよい。
【００１５】
　多重ブランク８は、多重ブランク８を構成する接合ブランク層５、１０５、２０５が実
質的に重なる部分を含むという点で「多重」となっている。また、主ブランク５および副
ブランク層１０５、２０５が重なった面の大部分は、互いに隣接して接着されてもよい。
副ブランク１０５、２０５は、異なる周囲長または「面積」を有し、主ブランク５と全て
の点で重なる必要はない。多重ブランク８を構成するそれぞれの層は図１Ｂ乃至図１Ｄに
示される。図１Ｂは、主ブランク５の外側または印刷側の平面図であり、図１Ｃは、上部
副ブランク１０５の平面図であり、図１Ｄは、下部副ブランク２０５の平面図である、
【００１６】
　図１Ｂを参照すると、主ブランク５は、第１のサイドパネル１０と、横方向の折り線２
１で第１のサイドパネル１０と折り曲げ可能に接続される第１のエンドパネル２０と、横
方向の折り線３１で第１のエンドパネル２０と折り曲げ可能に接続される第２のサイドパ
ネル３０と、横方向の折り線４１で第２のサイドパネル３０と折り曲げ可能に接続される
第２のエンドパネル４０とを備える。接着フラップ１６は、横方向の折り線１８で第１の
サイドパネル１０と折り曲げ可能に接続することができる。
【００１７】
　さらに図１Ｂを参照すると、主ブランク５の第１のサイドトップフラップ１２は、長手
方向の切れ目の入った折り線５２で第１のサイドパネル１０と折り曲げ可能に接続され、
第１のサイドボトムフラップ１４は、長手方向の折り線５４で第１のサイドパネル１０と
折り曲げ可能に接続される。第１のエンドトップフラップ２２は、長手方向の折り線５２
で第１のエンドパネル２０と折り曲げ可能に接続され、第１のエンドボトムフラップ２４
は、長手方向の折り線５４で第１のエンドパネル２０と折り曲げ可能に接続される。第２
のサイドトップフラップ３２は、長手方向の折り線５２で第２のサイドパネル３０と折り
曲げ可能に接続され、第２のサイドボトムフラップ３４は、長手方向の折り線５４で第２
のサイドパネル３０と折り曲げ可能に接続される。第２のエンドトップフラップ４２は、
長手方向の折り線５２で第２のエンドパネル４０と折り曲げ可能に接続され、第２のエン
ドボトムフラップ４４は、長手方向の折り線５４で第２のエンドパネル４０と折り曲げ可
能に接続される。長手方向の折り線５２、５４は、直線の折り線であってもよく、または
、例えばブランクの厚さに鑑みて、１つ以上の位置でずれていてもよい。トップフラップ
１２、２２、３２、４２は、主ブランク５の第１のまたは上部の周縁部に沿って延在する
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。ボトムフラップ１４、２４、３４、４４は、主ブランク５の第２のまたは下部の周縁部
に沿って延在する。図１Ｂに示されるように、長手方向の折り線５４は、横方向の折り線
２１、３１、４１で分断されてもよい。
【００１８】
　ハンドル機能部２５が第１のエンドパネル２０に形成され、また、同様のハンドル機能
部４５が第２のエンドパネル４０に形成される。第１のエンドトップフラップ２２は、長
手方向の折り線５２から第１のトップエンドフラップ２２の上縁部に延在する傾斜折り線
またはクリース線２６、２８を含んでもよい。第２のエンドトップフラップ４２は、長手
方向の折り線５２から第２のトップエンドフラップ４２の上縁部に延在する傾斜折り線ま
たはクリース線４６、４８を含んでもよい。傾斜折り線２６、２８、４６、４８は、カー
トン２８０（図７）の組立の際、主ブランク５の上部の閉鎖を促進する。
【００１９】
　長手方向の引き裂きストリップ６０は、パネル１０、２０、３０、４０を通して主ブラ
ンク５の長さ方向に延在し離間した引き裂き線６１、６２により画定される。引き裂きス
トリップ６０により、カートン２８０の上部を開くことができるが、これについては以下
で詳述する。
【００２０】
　図１Ｃは、上部副ブランク１０５の図１Ｂに示される主ブランク５の内側または下側表
面に接着される側を示す。上部副ブランク１０５の反対側は、多重ブランク８から形成さ
れるカートン２８０（図７）の内部に面する。ブランク５、１０５の重複している要素は
、同様の参照番号で示され、上部副ブランク１０５における参照番号は「１」で始まる。
【００２１】
　図１Ｃを参照すると、上部副ブランク１０５は、第１のサイドパネル１１０と、横方向
の折り線１２１で第１のサイドパネル１１０と折り曲げ可能に接続される第１のエンドパ
ネル１２０と、横方向の折り線１３１で第１のエンドパネル１２０と折り曲げ可能に接続
される第２のサイドパネル１３０と、横方向の折り線１４１で第２のサイドパネル１３０
と折り曲げ可能に接続される第２のエンドパネル１４０とを備える。接着フラップ１１６
は、横方向の折り線１１８で第１のサイドパネル１１０と折り曲げ可能に接続されてもよ
い。第１のサイドトップフラップ１１２は、長手方向の折り線１５２で第１のサイドパネ
ル１１０と折り曲げ可能に接続される。第１のエンドトップフラップ１２２は、長手方向
の折り線１５２で第１のエンドパネル１２０と折り曲げ可能に接続される。第２のサイド
トップフラップ１３２は、長手方向の折り線１５２で第２のサイドパネル１３０と折り曲
げ可能に接続される。第２のエンドトップフラップ１４２は、長手方向の折り線１５２で
第２のエンドパネル１４０と折り曲げ可能に接続される。第１のサイドトップフラップ１
１２は、横方向の切れ目の入った折り線１５３で接着フラップ１１６と、また横方向の切
れ目の入った折り線１２３で第１のエンドトップフラップ１２２と折り曲げ可能に接続さ
れてもよい。第２のサイドトップフラップ１３２は、横方向の切れ目の入った折り線１３
３で第１のエンドトップフラップ１２２と、また横方向の切れ目の入った折り線１４３で
第２のエンドトップフラップ１４２と折り曲げ可能に接続されてもよい。トップフラップ
１１２、１２２、１３２、１４２は、上部副ブランク１０５の上部の周縁部に沿って延在
する。多重ブランク８において、トップフラップ１１２、１２２、１３２、１４２は、少
なくとも部分的に主ブランク５（図１Ｂ）のトップフラップ１２、２２、３２、４２と重
なる。
【００２２】
　さらに図１Ｃを参照すると、ハンドル機能部１２５が第１のエンドパネル１２０に形成
され、同様のハンドル機能部１４５が第２のエンドパネル１４０に形成される。多重ブラ
ンク８では、ハンドル機能部１２５、１４５は主ブランク５（図１Ｂ）におけるハンドル
機能部２５、４５とそれぞれ重なり、協働する。第１のエンドトップフラップ１２２は、
長手方向の折り線１５２から第１のエンドトップフラップ１２２の上縁部に延在する傾斜
折り線またはクリース線１２６、１２８を含んでもよい。第２のエンドトップフラップ１
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４２は、長手方向の折り線１５２から第２のエンドトップフラップ１４２の上縁部に延在
する傾斜折り線またはクリース線１４６、１４８を含んでもよい。傾斜折り線１２６、１
２８、１４６、１４８は、カートン２８０（図７）の組立の際、上部副ブランク１０５の
上部の閉鎖を促進し、カートン内部のカートン容積の拡張を促進する（図８）。
【００２３】
　図１Ｄは、下部副ブランク２０５の図１Ｂに示される主ブランク５に接着される側を示
す。下部副ブランク２０５の反対側はカートン２８０（図７）の内部に面する。ブランク
５、２０５における重複している特徴部は同様の参照番号で示され、下部副ブランク２０
５における参照番号は「２」で始まる。
【００２４】
　図１Ｄを参照すると、下部副ブランク２０５は、第１のサイドパネル２１０と、横方向
の折り線２２１で第１のサイドパネル２１０と折り曲げ可能に接続される第１のエンドパ
ネル２２０と、横方向の折り線２３１で第１のエンドパネル２２０と折り曲げ可能に接続
される第２のサイドパネル２３０と、横方向の折り線２４１で第２のサイドパネル２３０
と折り曲げ可能に接続される第２のエンドパネル２４０とを備える。接着フラップ２１６
は、横方向の折り線２１８で第１のサイドパネル２１０と折り曲げ可能に接続されてもよ
い。第１のサイドボトムフラップ２１４は、長手方向の折り線２５４で第１のサイドパネ
ル２１０と折り曲げ可能に接続される。第１のエンドボトムフラップ２２４は、長手方向
の折り線２５４で第１のエンドパネル２２０と折り曲げ可能に接続される。第２のサイド
ボトムフラップ２３４は、長手方向の折り線２５４で第２のサイドパネル２３０と折り曲
げ可能に接続される。第２のエンドボトムフラップ２４４は、長手方向の折り線２５４で
第２のエンドパネル２４０と折り曲げ可能に接続される。ボトムフラップ１１４、２２４
、２３４、２４４は、下部副ブランク２０５の下部の周縁部に沿って延在する。ボトムフ
ラップ２１４、２２４、２３４、２４４は、少なくとも部分的に主ブランク５（図１Ｂ）
のボトムフラップ１４、２４、３４、４４と重なる。
【００２５】
　図１Ａ乃至図１Ｄを参照すると、図１Ａに示されるように、多重ブランク８は、上部副
ブランク１０５および下部副ブランク２０５を主ブランク５の内側に接着することにより
組み立てることができる。上部副ブランク１０５のパネル１１０、１２０、１３０、１４
０は、図１Ｃの斜行平行線領域１０８において、主ブランク５のそれぞれ対応するパネル
１０、２０、３０、４０に接着することができる。上部副ブランク１０５は、例えば、引
き裂きストリップ６０の下方で主ブランク５に接着されてもよい。下部副ブランク２０５
は、下部副ブランク２０５のそれぞれのパネルまたはフラップ２１０、２２０、２３０、
２４０、２１６、２１４、２２４、２３４、２４４が主ブランク５のそれぞれ対応するパ
ネルまたはフラップ１０、２０、３０、４０、１６、１４、２４、３４、４４と接着され
るように、主ブランク５に接着することができる。糊ストリップ、塗布されるホットメル
ト糊、ラミネーションプロセス、または他の接着剤および手段を使用して、主および副ブ
ランク５、１０５、２０５を互いに接着することができる。
【００２６】
　図１Ｅを参照すると、液密性のレセプタクルまたは容器９０が多重ブランク８の内側に
配置されている。液密性の容器、または「袋」９０は、密閉部分９２、９６、およびそれ
を通して物品を容器に置くことが可能な開いた上部部分９４を有する。液密性の容器９０
は、例えば、パネル１０、１１０、２１０、２０、１２０、２２０、３０、１３０、２３
０、４０、１４０、２４０の１つ以上の場所に接着することができる。一実施形態では、
液密性の容器９０を上部副ブランク１０５、例えばブランク１０５の上縁部に接着すれば
十分である。液密性の容器９０は、ブランク８が略スリーブ状に開かれる際に、液密性の
容器９０の開いた上部部分９４がブランク８の内部表面への接着により、開いた位置で支
持されるように、ブランク８に接合されてもよい。液密性の容器９０は、いかなる液密性
材料からでも形成することができる。例えば、プラスチック等の柔軟な液密性材料を使用
して容器９０を形成してもよい。図示された例示的実施形態において、容器９０はビニー
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ル袋である。
【００２７】
　多重ブランク８および液密性の容器９０をカートン２８０に組み立ててカートンに装荷
する例示的な方法を、図１Ａ乃至７を参照しながら説明する。
【００２８】
　図１Ａ乃至図１Ｅ、および特に図２を参照すると、接着フラップ１６の外側がブランク
５、１０５、２０５のそれぞれの第２のエンドパネル４０、１４０、２４０の内側と接着
されるように、多重ブランク８は主ブランク５の横方向の折り線２１、４１、および副ブ
ランク１０５、２０５における対応する横方向の折り線１２１、２２１、１４１、２４１
に対して折り曲げられる。また、上部副ブランク１０５の接着フラップ１１６（図１Ｃ）
の外側は、第２のエンドトップフラップ１４２の内側に接着される。図２に示されるブラ
ンク８の折り曲げはまた、容器が接着されるようにブランク８の内部表面を容器９０に対
し押し付けるように作用することができる。図２に示される袋／ブランクを組み合わせた
物品は、実質的に平坦な管状を有し、容器がその中に収納され、消費者への分配のための
場所、梱包施設、小売業者等に輸送することができる。後に消費者は物品をカートンに形
成することができる。略平坦な閉じた管状構成により、物品を容易に保管および運搬する
ことができる。
【００２９】
　図３は、部分的に組み立てられたブランク８の底端部を示し、液密性の容器９０がその
中に収納されている。図３において、折り曲げられ糊付けされたブランク８が略管状に開
かれている。図３に示されるようにブランク８を開くと、ブランク８の内部表面に接着さ
れた液密性の容器９０も拡張され開かれる。部分的に組み立てられたカートンの底部は、
重なったボトムフラップ２４、２２４および４４、２４４を開いたボトム端部上に折り曲
げ、ボトムフラップ２２、４４の外側に接着剤を塗布することにより閉じることができる
。次いでボトムフラップ２３４、２１４の内側をボトムフラップ２４、４４の外側に接着
することができる。
【００３０】
　図４は、部分的に組み立てられたカートンの開いた上端部を示す。一般に、ブランク８
が管状に開いたときに、液密性の容器９０の開いた上部部分９４は開く。所望に応じて、
容器９０をカートンの内部にさらに固定するために、容器９０は部分的に組み立てられた
カートンの内部に位置する接着剤に押し付けられてもよい。容器９０は、接着剤を使用せ
ずにカートン内に配置されてもよい。図示される実施形態では、液密性の容器９０は、上
部副ブランク１０５の上部縁部に隣接して、少なくとも上部副ブランク１０５に接着され
る。図５を参照すると、部分的に組み立てられたカートン内の容器９０は、容器の開いた
端部が容器Ｃ等（図８に示される）の物品を受け入れることができるように、開いた状態
で支持される。
【００３１】
　図５および図６を参照すると、部分的に組み立てられたカートンに物品を入れた後、部
分的に組み立てられたカートンの開いた上端部を閉じることができる。トップフラップ１
２２、１４２をそれぞれ傾斜折り目１２６、１２８（図１Ｃ）および１４６、１４８で内
側に折り曲げることにより、上部は閉じられる。次いでトップフラップ１１２、１３２は
、図６に示される曲線矢印の方向に、折り線１５２（図１Ｃ）に対して内側に折り曲げら
れる。所望に応じて、トップフラップ１１２、１３２、１２２、１４２は互いに接着され
る。
【００３２】
　次いで主ブランク５のトップエンドフラップ２２、４２が折り曲げられ、トップサイド
フラップ１２、３２の下側がトップエンドフラップ２２、４２の外側に接着されてカート
ンの組立が完了する。図７は、中に物品が収納された組立て後のカートン２８０を示す。
カートン２８０は実質的に平行六面体形状である。図７に示される例示的な実施形態にお
いて、主ブランク５および上部副ブランク１０５のそれぞれの重なったハンドル機能部２
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５、１２５および４５、１４５は、カートン２８０のそれぞれの端部に１つずつ、二重ハ
ンドル２４７、２４９を形成する。重なったトップフラップ１１２、１２２、１３２、１
４２、１２、２２、３２、４２は、多重トップパネルまたは閉鎖部２６０を形成し、ボト
ムフラップ２１４、２２４、２３４、２４４、１４、２４、３４、４４は、多重ボトムパ
ネルまたは閉鎖部２７０を形成する。引き裂きストリップ６０は、カートン２８０の周縁
部全体に延在する。
【００３３】
　図８は、開かれて拡張構成とされたカートン２８０を示す。カートン２８０は、例えば
、カートン２８０の周縁部の引き裂きストリップ６０を切り取ることにより開くことがで
きる。引き裂きストリップ６０を取り除くと、引き裂きストリップ６０の上に位置するパ
ネル１０、２０、３０、４０の上部部分およびトップフラップ１２、２２、３２、４２を
含むカートン２８０の外部層の上部（主ブランク５の一部を構成する）は、カートン２８
０の残った底部部分の上部から外すことができる。主ブランク５の切り離された上部は、
主ブランク５が引き裂きストリップ６０の上で上部副ブランク１０５に接着されていない
ため、カートン２８０の残部から外すことができる。図８に示されるように、トップフラ
ップ１１２、１２２、１３２、１４２を含む上部副ブランク１０５の上部２８２は、フラ
ップを上向きに開き、引くことにより拡張構成とすることができる。フラップ１１２、１
２２、１３２、１４２を直立するように開くことで、カートン２８０の拡張した内部容積
２９０を形成することができる。液密性の容器９０は内部容積２９０の内側を覆い、液密
とする。
【００３４】
　さらに図８を参照すると、カートン２８０の第１の高さＨ１は、閉じられるとほぼカー
トン２８０の高さとなる（図７）サイドパネル１０、３０の高さに概して適合する。第２
の拡張された高さＨ２は、拡張構成におけるカートン２８０の内部容積２９０の高さを示
す。図９を参照すると、拡張構成のときに、例えば氷Ｉをカートン２８０内の容器Ｃの上
に注ぎ入れることができる。上部副ブランク１０５の上部２８２は、氷Ｉを受け入れるた
めにカートンに追加の容積を提供する。液密性の容器９０はブランク１０５の上部縁部に
隣接して接着されることが可能であるため、拡張された容積２９０は、拡張されたカート
ン２８０のほぼ上縁部まで液密となることができる。本発明の一実施形態によれば、高さ
Ｈ１を有する、図７に示される閉じた構成から、高さＨ２を有する、図８および９に示さ
れる開いた拡張構成に拡張すると、カートン２８０の内部容積２９０の高さは少なくとも
１０％増加する。本発明の他の実施形態によれば、高さＨ２は少なくとも第１の高さＨ１

よりも２０％大きい。
【００３５】
　カートン２８０は、図８および図９に示される拡張構成だけでなく、図７に示される閉
じた構成においても、強化された二重ハンドル２４７、２４９を使用して運搬することが
できる。氷Ｉが内部容積２９０に加えられる場合、追加の重量によりカートン２８０が大
きな重量を有する可能性がある。副ブランク１０５、２０５が主ブランク５に重なるセク
ションを含むカートン２８０の二重部分は、カートンに顕著な強度を加え、カートン２８
０において比較的重い荷重を支えられるようにする。上部および下部副ブランク１０５、
２０５により提供される強化は、カートンの形成において板の無駄がほとんどないように
、カートン２８０の強化が必要な領域に特定して適用することができる。
【００３６】
　図１０は、カートンを開く際にカートン２８０から取り外された主ブランク５の蓋部分
２９５によりカートンの上部が閉じられたカートン２８０を示す。図１０に示されるよう
に、拡張構成となったときに、蓋２９５を使用してカートン２８０の上部を閉じることが
できる。図示される実施形態では、カートン２８０には３×５×１構成で配置された１５
個の１２オンスボトル飲料容器Ｃが入れられている。他の配置もまた可能である。
【００３７】
　図１１Ａは、本発明の第２の実施形態による、カートン５８０（図１４に示される）の
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形成に使用される多重ブランク３０８の平面図である。ブランク３０８は主ブランク３０
５および上部副ブランク４０５および下部副ブランク５０５から形成され、上部副ブラン
ク４０５および下部副ブランク５０５は主ブランク３０５の内側に接着、ラミネート、ま
たはその他の様式で接合される。本明細書の図面において、副ブランク４０５、５０５の
表面は点描で網掛けされているが、これは副ブランク４０５、５０５を点描されていない
主ブランク３０５と区別することのみを目的とする。副ブランク４０５、５０５が接着さ
れた主ブランク３０５の内側または下側表面が図１１Ａに示されている。図示される実施
形態では、副ブランク４０５、５０５は主ブランク５の内側に接着されているが、これら
は外側または印刷側に接着されてもよい。ブランク３０５、４０５、５０５における重複
または一致する特徴部は同様の参照番号で示されており、主ブランク３０５における参照
番号は「３」で始まり、上部副ブランク４０５における参照番号は「４」で始まり、下部
副ブランク５０５における参照番号は「５」で始まる。図１１Ｂは、主ブランク３０５の
外側または印刷側の平面図であり、図１１Ｃは、上部副ブランク４０５の平面図であり、
図１１Ｄは、下部副ブランク５０５の平面図である、
【００３８】
　図１１Ｂを参照すると、主ブランク３０５は、第１のエンドパネル３１０と、横方向の
折り線３２１で第１のエンドパネル３１０と折り曲げ可能に接続される第１のサイドパネ
ル３２０と、横方向の折り線３３１で第１のサイドパネル３２０と折り曲げ可能に接続さ
れる第２のエンドパネル３３０と、横向きの折り線３４１で第２のエンドパネル３３０と
折り曲げ可能に接続される第２のサイドパネル３４０とを備える。接着フラップ３１６は
、横方向の折り線３１８で第１のエンドパネル３１０と折り曲げ可能に接続することがで
きる。
【００３９】
　さらに図１１Ｂを参照すると、主ブランク３０５の第１のエンドトップフラップ３１２
は、長手方向の折り線３５２で第１のエンドパネル３１０と折り曲げ可能に接続され、第
１のエンドボトムフラップ３１４は、長手方向の折り線３５４で第１のエンドパネル３１
０と折り曲げ可能に接続される。第１のサイドトップフラップ３２２は、長手方向の折り
線３５２で第１のサイドパネル３２０と折り曲げ可能に接続され、第１のサイドボトムフ
ラップ３２４は、長手方向の折り線３５４で第１のサイドパネル３２０と折り曲げ可能に
接続される。第２のエンドトップフラップ３３２は、長手方向の折り線３５２で第２のエ
ンドパネル３３０と折り曲げ可能に接続され、第２のエンドボトムフラップ３３４は、長
手方向の折り線３５４で第２のエンドパネル３３０と折り曲げ可能に接続される。第２の
サイドトップフラップ３４２は、離間した切れ目を有する長手方向のヒンジ線３５６で第
２のサイドパネル３４０と折り曲げ可能に接続され、第２のサイドボトムフラップ３４４
は、長手方向の折り線３５４で第２のサイドパネル３４０と折り曲げ可能に接続される。
トップフラップ３１２、３２２、３３２、３４２は、主ブランク３０５の第１または上部
の周縁部に沿って延在する。ボトムフラップ３１４、３２４、３３４、３４４は、主ブラ
ンク３０５の第２のまたは下部の周縁部に沿って延在する。ハンドル機能部３１５が第１
のエンドパネル３１０に形成され、また同様のハンドル機能部３３５が第２のエンドパネ
ル３３０に形成される。
【００４０】
　ボトムフラップ３１４、３２４、３３４、３４４は、組み立てられたカートン５８０（
図１４）においてボトムパネルの連結または閉鎖を形成するように配置される。ボトムフ
ラップ３２４は係止用開口３２６を含み、ボトムフラップ３４４は、係止用開口３２６内
に受容されるように採寸された係止用突出部３４６を含む。係止用突出部３４６および係
止用開口３２６は、カートン５８０のさらなる耐荷重能力を提供するために、典型的な係
止機能部よりも大きくすることができる。係止用突出部３４６の折り目は、係止用突出部
３４６の係止用開口３２６への挿入を容易にする。
【００４１】
　本発明の一態様によれば、長手方向の引き裂きストリップ３６０はパネル３１０、３２
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０、３３０を通って延在する。引き裂きストリップ３６０は、離間した引き裂き線３６１
、３６２によりその上縁部および下縁部で画定される。引き裂き線３６１は第２のエンド
パネル３３０における斜めの切込３６４、および第１のエンドパネル３１０の斜めの切込
３６５へと延在する。引き裂きストリップへのアクセスを容易にするために、プルタブ３
６６が引き裂きストリップ３６０の一端に含まれてもよい。以下に詳述するように、引き
裂きストリップ３６０によりカートン５８０（図１４）の上部を開くことができる。
【００４２】
　図１１Ｃは、上部副ブランク４０５の図１１Ｂに示される主ブランク３０５に接着され
る側を示す。上部副ブランク４０５の反対側は、多重ブランク３０８から形成されるカー
トン５８０（図１４に示される）の内部に面する。上部副ブランク４０５は、第１のエン
ドパネル４１０と、横方向の折り線４２１で第１のエンドパネル４１０と折り曲げ可能に
接続される第１のサイドパネル４２０と、横方向の折り線４３１で第１のサイドパネル４
２０と折り曲げ可能に接続される第２のエンドパネル４３０と、横方向の折り線４４１で
第２のエンドパネル４３０と折り曲げ可能に接続される第２のサイドパネル４４０とを備
える。ハンドル機能部４１５が第１のエンドパネル４１０に形成され、また同様のハンド
ル機能部４３５が第２のエンドパネル４３０に形成される。接着フラップ４１６は、横方
向の折り線４１８で第１のエンドパネル４１０と折り曲げ可能に接続されてもよい。
【００４３】
　図１１Ｄを参照すると、下部副ブランク５０５は、第１のエンドパネル５１０と、横方
向の折り線５２１で第１のエンドパネル５１０と折り曲げ可能に接続される第１のサイド
パネル５２０と、横方向の折り線５３１で第１のサイドパネル５２０と折り曲げ可能に接
続される第２のエンドパネル５３０と、横方向の折り線５４１で第２のエンドパネル５３
０と折り曲げ可能に接続される第２のサイドパネル５４０とを備える。接着フラップ５１
６は、横方向の折り線５１８で第１のエンドパネル５１０と折り曲げ可能に接続されても
よい。第１のエンドボトムフラップ５１４は、長手方向の折り線５５４で第１のエンドパ
ネル５１０と折り曲げ可能に接続される。係止用開口５２６を含む第１のサイドボトムフ
ラップ５２４は、長手方向の折り線５５４で第１のサイドパネル５２０と折り曲げ可能に
接続される。第２のエンドボトムフラップ５３４は、長手方向の折り線５５４で第２のエ
ンドパネル５３０と折り曲げ可能に接続される。係止用突出部５４６を含む第２のサイド
ボトムフラップ５４４は、長手方向の折り線５５４で第２のサイドパネル５４０と折り曲
げ可能に接続される。ボトムフラップ５１４、５２４、５３４、５４４は、下部副ブラン
ク５０５の下部の周縁部に沿って延在する。ブランク５０５のボトムフラップ５１４、５
２４、５３４、５４４は、主ブランク３０５のそれぞれ対応するボトムフラップ３１４、
３２４、３３４、３４４と重なる。
【００４４】
　図１１Ａ乃至図１１Ｄを参照すると、多重ブランク３０８は、上部副ブランク４０５お
よび下部副ブランク５０５を主ブランク３０５の内側に接着することにより組み立てるこ
とができる。上部副ブランク４０５の各パネル４１０、４２０、４３０、４４０は、主ブ
ランク３０５における長手方向の折り線３５２の下で、主ブランク３０５のそれぞれ対応
するパネル３１０、３２０、３３０、３４０に接着することができる。下部副ブランク５
０５は、副ブランク５０５のそれぞれのパネルまたはフラップ５１０、５２０、５３０、
５４０、５１４、５２４、５３４、５４４が主ブランク３０５のそれぞれ対応するパネル
またはフラップ３１０、３２０、３３０、３４０、３１４、３２４、３３４、３４４と接
着されるように、主ブランク３０５に接着することができる。糊ストリップ、塗布される
ホットメルト糊、ラミネーションプロセス、または他の接着剤および手段を使用して、主
および副ブランク３０５、４０５、５０５を互いに接着することができる。
【００４５】
　図１１Ｅを参照すると、液密性のレセプタクルまたは容器３９０が多重ブランク３０８
の内側に配置されている。液密性の容器は、密閉部分３９２、３９６、およびそれを通し
て物品を容器内に置くことが可能な開いた上部部分３９４を有する。液密性の容器３９０
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は、パネル３１０、４１０、５１０、３２０、４２０、５２０、３３０、４３０、５３０
、３４０、４４０、５４０の１つ以上の場所に接着することができる。一実施形態では、
液密性の容器３９０を上部副ブランク４０５、例えば副ブランク４０５の上縁部に接着す
れば十分である。液密性の容器３９０は、ブランク３０８が略管状に開かれた際に、液密
性の容器３９０の上部の開いた端部がブランク３０８の内部表面への接着により開いた位
置で支持されるように、多重ブランク３０８に接合されてもよい。液密性の容器３９０は
、例えばいかなる液密性材料からでも形成することができる。
【００４６】
　多重ブランク３０８をカートン５８０に組み立ててカートンに装荷する例示的な方法を
、図１１Ａ乃至図１４を参照しながら説明する。
【００４７】
　図１１Ａ乃至図１１Ｅ、および特に図１２を参照すると、主ブランク３０５の接着フラ
ップ３１６の外側がブランク３０５、４０５、５０５のそれぞれの第２のエンドパネル３
４０、４４０、５４０の内側に接着されるように、多重ブランク３０８は主ブランク３０
５の横方向の折り線３２１、３４１、および副ブランク４０５、５０５における対応する
横方向の折り線４２１、４４１、５２１、５４１に対して折り曲げられる。図１２に示さ
れるブランク３０８の折り曲げはまた、容器が接着されるようにブランク３０８の内部表
面を容器３９０に対し押し付けるように作用することができる。図１２に示される袋／ブ
ランクを組み合わせた物品は、略平坦な閉じた管状を有し、消費者への分配のための場所
、梱包施設、小売業者等に輸送することができる。
【００４８】
　図１３は、部分的に組み立てられたブランク３０８の底端部の閉鎖部を示す。図１３に
おいて、折り曲げられ糊付けされたブランク３０８は略管状に開かれている。図１３に示
されるようにブランク３０８を開くと、液密性の容器３９０も拡張され開かれる。部分的
に組み立てられたカートンの底部は、まず重なったフラップ３２４、５２４を開いたカー
トン底部の上に折り曲げることにより閉じることができる。重なったフラップ３２４、５
２４および３４４、５４４は次いでボトムフラップ３２４、５２４の上に折り曲げられる
。ブランク３０５、５０５のそれぞれの接着され重なった係止用突出部３４６、５４６は
、それぞれボトムフラップ３２４、５２４における重なった係止用開口３２６、５２６に
、矢印の方向に押し込まれる。
【００４９】
　部分的に組み立てられたカートンの底部を閉じた後、容器などの物品を部分的に組み立
てられたカートン内に入れることができる。所望に応じて、部分的に組み立てられたカー
トンの内部に位置する接着剤に容器３９０をさらに固定するために、液密性の容器３９０
はカートンの内部側に押し付けられてもよい。図示される実施形態では、液密性の容器３
９０は、上部副ブランク４０５の上縁部に隣接して、少なくとも上部副ブランク４０５に
接着される。部分的に組み立てられたカートンに物品を入れた後、部分的に組み立てられ
たカートンの開いた上端部を閉じることができる。上部は、エンドトップフラップ３１２
、３３２を折り線３５２に対して内側に折り曲げることにより閉じることができる。次い
でサイドトップフラップ３２２、３４２は、それぞれ線３５２、３５６に対して内側に折
り曲げられ、トップフラップ３２２、３４２に接着される。
【００５０】
　図１４は、中に物品が収容されている、組み立てられたカートン５８０を図示する。カ
ートン５８０は、ほぼ平行６面体の形状を有する。図１４に示される例示的な実施形態で
は、主ブランク３０５の重なったハンドル特徴部３１５、４１５、および３３５、４３５
、ならびに上部副ブランク４０５はそれぞれ、カートン５８０のそれぞれの端部に２重ハ
ンドル４５７、４５９をそれぞれ１つ形成する。トップフラップ３１２、３２２、３３２
、３４２は、多重トップパネルまたは閉鎖部４６０を形成する。連結され、重なったフラ
ップ３１４、５１４、３２４、５２４、３３４、５３４、３４４、５４４は、多重ボトム
パネルまたは閉鎖部４７０を形成する。引き裂きストリップ３６０は、カートン５８０の
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周縁部全体に延在する。
【００５１】
　図１５は、開かれた後のカートン５８０を図示する。カートン５８０は、カートン５８
０の周縁部分の引き裂きストリップ３６０を引っ張ることにより開かれる。この状態で、
カートン５８０の内部容積５９０内に収容された容器Ｃをカートンから取り出すことがで
きる。引き裂きストリップ３６０を取り外した後、カートン５８０の上部は、ヒンジ線３
５６（図１１Ｂ）の周りで、曲線矢印の方向に枢動可能な蓋５９５を画定する。蓋５９５
を枢動して開いた状態で、容器Ｃを冷却するために、内部容積５９０内に収容された容器
Ｃの上に、例えば氷（図示せず）を注ぎ込むことができる。カートン５８０内の液密性の
容器３９０は、内部容積５９０の内側を覆い、融解する氷から流出する水を維持する役目
を果たす。例えば蓋５９５は、カートン５８０の内部容積５９０を閉じるために、選択的
に開閉されてもよい。あるいは、蓋５９５は、離間した切れ目を有するヒンジ線３５６に
沿ってさらに切り取ることによって、カートン５８０から取り外すようにしてもよい。図
示される実施形態では、カートン５８０に、１２個の１２オンスのボトル飲料容器Ｃが、
３×４×１の配置で積み込まれる。また、その他の配置も可能である。
【００５２】
　カートン５８０は、図１４に示される、閉じられた構成に加え、図１５に示される、開
かれた構成である間、補強された２重ハンドル４５７、４５９（図１４）を使用して運搬
することができる。内部容積５９０に氷が加えられる場合、追加重量は、カートン５８０
が負担する、相当な重量を構成する場合がある。副ブランク４０５、５０５が主ブランク
３０５と重なるセクションを含むカートン５８０の２重セクションは、カートンに顕著な
強度を与え、カートン５８０内に比較的重い積載量を支持できるようにする。上部および
下部副ブランク４０５、５０５によって提供される補強は、カートンの形成において、板
がほとんど無駄にならないように、カートン５８０の強化が必要な領域に特定して適用す
ることができる。
【００５３】
　図１６Ａは、本発明の第３の実施形態による、主ブランク７０５の平面図であり、図１
６Ｂは、本発明の第３の実施形態による、副ブランク８０５の平面図である。副ブランク
８０５は、接着、ラミネート、ないしは別の方法で主ブランク７０５の内側に接合され、
図１６Ｃに図示される多重ブランク７０８を形成する。多重ブランク７０８は、本発明の
第３の実施形態による、カートン８８０（図１７）を形成するために使用される。主ブラ
ンク７０５の外側または印刷面が図１６Ａに示される。ブランク７０５、８０５内の重複
するまたは一致する特徴部は、同様の参照番号で示され、主ブランク７０５における参照
番号は、「７」で始まり、副ブランク８０５における参照番号は、「８」で始まる。本明
細書の図面では、副ブランク８０５の表面は、副ブランク８０５を、点描されていない主
ブランク７０５と区別するために、点描で網掛けされる。
【００５４】
　図１６Ａを参照すると、主ブランク７０５は、第１のエンドパネル７１０と、横方向の
折り線７２１で第１のエンドパネル７１０と折り曲げ可能に接続される第１のサイドパネ
ル７２０と、横方向の折り線７３１で第１のサイドパネル７２０と折り曲げ可能に接続さ
れる第２のエンドパネル７３０と、横方向の折り線７４１で第２のエンドパネル７３０と
折り曲げ可能に接続される第２のサイドパネル７４０と、を備える。接着パネル７１６は
、横方向の折り線７１８で第１のエンドパネル７１０と折り曲げ可能に接続されてもよい
。第１のエンドトップフラップ７１２は、長手方向の折り線７５２で第１のエンドパネル
７１０と折り曲げ可能に接続され、第１のエンドボトムフラップ７１４は、長手方向の折
り線７５４で第１のエンドパネル７１０と折り曲げ可能に接続される。第１のサイドトッ
プフラップ７２２は、長手方向の折り線７５２で第１のサイドパネル７２０と折り曲げ可
能に接続され、第１のサイドボトムフラップ７２４は、長手方向の折り線７５４で第１の
サイドパネル７２０と折り曲げ可能に接続される。第２のエンドトップフラップ７３２は
、長手方向の折り線７５２で第２のエンドパネル７３０と折り曲げ可能に接続され、第２
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のエンドボトムフラップ７３４は、長手方向の折り線７５４で第２のエンドパネル７３０
と折り曲げ可能に接続される。第２のサイドトップフラップ７４２は、長手方向の折り線
７５２で第２のサイドパネル７４０と折り曲げ可能に接続され、第２のサイドボトムフラ
ップ７４４は、長手方向の折り線７５４で第２のサイドパネル７４０と折り曲げ可能に接
続される。トップフラップ７１２、７２２、７３２、７４２は、主ブランク７０５の第１
または上部の周辺部に沿って延在する。ボトムフラップ７１４、７２４、７３４、７４４
は、主ブランク７０５の第２または下部の周辺部に沿って延在する。ハンドル機能部７１
５は、第１のエンドパネル７１０内に形成され、同様のハンドル機能部７３５は、第２の
エンドパネル７３０内に形成される。
【００５５】
　本発明の一態様によれば、長手方向の引き裂きストリップ７６０は、パネル７１０、７
２０、７３０を通って延在する。引き裂きストリップ７６０は、一対の離間した長手方向
の引き裂き線７６１、７６２によって、上縁部および下縁部で画定される。プルタブ７６
４は、引き裂きストリップへのアクセスを容易にするために、引き裂きストリップ７６０
の一方の端部に含まれてもよい。離間した切れ目を有するヒンジ線７５６は、引き裂きス
トリップ７６０の反対側の端部から第２のサイドパネル７４０を通って延在する。引き裂
きストリップ７６０により、カートン８８０（図１７）を開くことができるが、これにつ
いては以下で詳述する。
【００５６】
　図１６Ｂは、副ブランク８０５を図示する。また図１６Ａを参照すると、副ブランク８
０５は、折り線７５２、７５４間の主ブランク７０５の中心部に重なる寸法である。図１
６Ｂを参照すると、副ブランク８０５は、第１のエンドパネル８１０と、横方向の折り線
８２１で第１のエンドパネル８１０と折り曲げ可能に接続される第１のサイドパネル８２
０と、横方向の折り線８３１で第１のサイドパネル８２０と折り曲げ可能に接続される第
２のエンドパネル８３０と、横方向の折り線８４１で第２のエンドパネル８３０と折り曲
げ可能に接続される第２のサイドパネル８４０と、を備える。接着パネル８１６は、横方
向の折り線８１８で第１のエンドパネル８１０と折り曲げ可能に接続されてもよい。ハン
ドル機能部８１５は、第１のエンドパネル８１０内に形成され、同様のハンドル機能部８
３５は、第２のエンドパネル８３０内に形成される。
【００５７】
　さらに図１６Ｂを参照すると、長手方向の引き裂きストリップ８６０は、パネル８１０
、８２０、８３０を通って延在する。引き裂きストリップ８６０は、一対の離間した長手
方向の引き裂き線８６１、８６２によって、上縁部および下縁部で画定される。プルタブ
８６４は、引き裂きストリップへのアクセスを容易にするために、引き裂きストリップ８
６０の一方の端部に含まれてもよい。離間した切れ目を有するヒンジ線８５６は、引き裂
きストリップ８６０の反対側の端部から離れて、第２のサイドパネル８４０を通って延在
する。
【００５８】
　図１６Ａ乃至図１６Ｃを参照し、一例示的な実施形態では、多重ブランク７０８は、引
き裂きストリップ７６０およびヒンジ線７５６の下方かつ折り線７５４の上方で副ブラン
ク８０５を主ブランク７０５の内側に取り付けることによって、構成することができる。
別の実施形態では、副ブランク８０５のパネル８１０、８２０、８３０、８４０の各々の
ほぼ全てが、長手方向の折り線７５２、７５４間で対応するパネル７１０、７２０、７３
０、７４０に接着される。本実施形態では、引き裂きストリップ７６０、８６０は、接合
され、単一の引き裂きストリップとして機能する。さらに別の実施形態では、パネル７４
０、８４０は、折り線７５２、７５４間に接着され、且つパネル８１０、８２０、８３０
は、引き裂きストリップ７６０、８６０の下方で対応するパネル７１０、７２０、７３０
に接合される。本実施形態では、引き裂き線７６０で主ブランク７０５を開き、続いて引
き裂き線８６０で副ブランク８０５を開くことによって、カートン８８０（図１７）は開
かれる。糊ストリップ、塗布されるホットメルト糊、ラミネーションプロセス、またはそ
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の他の接着剤および手段を使用して、主および副ブランク７０５、８０５を互いに接着す
ることができる。
【００５９】
　特に図１６Ｃを参照し、次いで液密性のレセプタクルまたは容器７９０が、多重ブラン
ク７０８の内側に置かれる。液密性の容器７９０は、密閉部分７９２、７９６、およびそ
れを通して物品を容器に置くことが可能な開いた上部部分７９４を有する。容器７９０は
、例えば、パネル８１０、８２０、８３０、８４０の１つ以上の位置に接着することがで
きる。ブランク７０８は、第１および第２の実施形態を参照して上記に記載されるように
、閉じたほぼ平坦な管形状内に折り曲げ、糊付けすることができる。液密性の容器７９０
は、ブランク７０８が略管状に開かれたとき、液密性の容器７９０の開いた上部部分７９
４がブランク７０８の内側表面への接着により、開いた位置で支持されるように、多重ブ
ランク７０８に接合されてもよい。
【００６０】
　ブランク７０８は、管状に開くことができ、ボトムフラップ７１４、７２４、７３４、
７４４を互いに接着することによって、底部を閉じることができる。部分的に組み立てら
れたカートンの底部を閉じた後、例えば容器（不図示）等の物品を部分的に組み立てられ
たカートン内に充填することができる。図示される実施形態は、３×４×１の配置で１２
個の容器を収容する寸法であるが、その他の配置が可能である。図１７を参照すると、上
部は、エンドトップフラップ７１２、７３２を折り線７５２に対して内側に折り曲げるこ
とによって閉じられる。次いでサイドトップフラップ７２２、７４２は、線７５２、７５
６それぞれに対して内側に折り曲げられ、フラップ７２２、７４２に接着される。上部を
閉じることによって、カートン８８０の組み立てが完了する。カートン８８０は、引き裂
きストリップ７６０、８６０を同時または個別に取り外し、重なっているヒンジ線７５６
、８５６でカートンの開口部の上部を枢動することによって開くことができる。液密性の
容器７９０は、カートン７８０の内部容積の内側を覆う。
【００６１】
　上記の実施形態では、カートンは、１２個または１５個の１２オンスの缶容器Ｃを異な
る配置で収容することによって記載される。しかしながら、容器、パッケージ、物品、お
よびその他の物を他の配置で、本発明の原理に従って組み立てられるカートン内に収容す
ることができる。例えば、本発明の原理に従って組み立てられるカートンは、カートンが
４×３×１、３×６×１、２×４×１、２×５×１、２×６×１、４×６×１等の他の配
置、および上述の配置の多層的な変更で物品を保持するような大きさおよび形状の場合に
も十分に機能することができる。例えば様々な容器形状を収容するために、ブランクの寸
法を変更してもよい。例えば、１６オンスの花弁状のボトルを本発明の原理に従って組み
立てられるカートン内に収容することができる。
【００６２】
　図示される実施形態では、液密性の容器は、ブランクに固定される前、密閉されている
下部および側部を有する。別の実施形態では、容器は、参照として本明細書に全体が組み
込まれる米国出願第１１／６１２，１０３号に記載されるように、バリアフィルムから形
成され、カートンの組み立て中に密封されてもよい。
【００６３】
　上記に記載される例示的な実施形態では、主および副ブランクは、例えば、クレーコー
トニュースプリント（ＣＣＮ）、無地無漂白クラフトボード紙（ＳＵＳ）、ボード紙、お
よびその他の材料から形成されてもよい。一般にブランクは、通常の紙より重く、かつ硬
くなるように、例えば少なくとも１４のキャリパを有するボード紙から構成することがで
きる。またブランクは、ボール紙のような他の材料、またはカートンが、少なくとも概し
て、上述のように機能することを可能にするために適した特性を有する、いかなる他の材
料などで構成することもできる。ブランクは、例えばクレーコーティングなどでコーティ
ングすることができる。次いでクレーコーティングに、製品、広告、およびその他の情報
または画像を印刷してもよい。次いでブランクは、ブランク上に印刷された情報を保護す
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【００６４】
　またブランクは、ブランクのいずれか、または両方の面を、例えば防湿層でコーティン
グすることもできる。例えば、ブランクの内側表面は、液密性の容器の隣接した表面上に
形成される場合がある結露からブランクを保護するために、防湿層でコーティングするこ
とができる。また選択されたパネル、またはパネル部分で、１つ以上のシート状の材料を
用いて、ブランクをラミネート加工、またはコーティングすることもできる。
【００６５】
　上記の実施例は、糊で互いに接着するパネルを１つ以上有するように記載されてもよい
。「糊」という用語は、カートンパネルおよび／またはフラップを所定の位置に固定する
ために一般に使用される接着剤によるすべての方法を包含することが意図される。
【００６６】
　本明細書で使用される際、「線」という用語は、直線だけでなく、例えば、湾曲した線
、曲線または角度を有して置き換えられた線、ならびに／または中断された線等、他の線
の種類も含む。
【００６７】
　本発明の例示的な実施形態に従い、折り線は、直線である必要は無いが、それに沿って
折り曲げることを容易にする、いかなる実質的に直線のブランク内の破砕または弱化形状
であってもよい。本発明の範囲を狭める目的のためではないが、より具体的には、折り線
の例には、スコア線、クリース線、所望の弱化線に沿って材料の部分および／または全面
に渡り延在するカットまたは一連のカット、ならびに様々な連続および／または重なるこ
れら例示的な特徴の組み合わせが挙げられる。
【００６８】
　本明細書では、「パネル」または「フラップ」は、平坦または平面である必要はない。
「パネル」または「フラップ」は、例えば、複数の相互連結したほぼ平坦または平面のセ
クションを備えることができる。
【００６９】
　本明細書に記載される説明目的のために、「破断線」は、例えば、ブランク内に形成さ
れる切断線、スコア線、クリース線、引き裂き線、または折り線（もしくは様々な連続お
よび／または重なるこれらの組み合わせ）を概して参照するために使用することができる
。「破壊可能な」破断線は、カートンの通常使用中に破壊されることが意図される、破断
線である。破壊可能な破断線の一例は、引き裂き線である。
【００７０】
　本発明は、例示的な実施形態を参照して上記に記載されてきたが、特許請求の範囲に記
載される、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、そこに様々な追加、修正、および
変更を行うことができることが、当業者によって理解されるであろう。
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