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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部が開口した箱本体と、該箱本体の上端から延出し、該箱本体との境界上に設定され
た第一折曲予定線で前記開口側に折曲可能に設けられた蓋とを備え、前記箱本体及び前記
蓋は、可撓性を有するシート材から形成され、前記箱本体は、平面視正多角形状の底部と
、該底部の外周を画定する直線状の辺のそれぞれに接続されて起立した複数の分割壁部と
を備え、複数の分割壁部が周方向に連続して平面視正多角形状の領域を画定した周壁を構
成する包装用箱において、前記蓋は、各分割壁部に対応して配置された複数の分割蓋部で
構成され、各分割蓋部は、方形状に形成されて一辺が対応する分割壁部の上端に接続され
るとともに隣り合う分割蓋部に接続されて前記周方向に連続し、分割壁部と接続された基
端における前記周方向で同位にある一端と先端における前記周方向の中央とを結ぶ第二折
曲予定線が設定され、該第二折曲予定線を境にして周方向の一端側にある三角形状の領域
と、台形状の領域とに区画され、該三角形状の領域の厚みが該台形状の領域の厚みよりも
厚く設定され、各分割蓋部を第一折曲予定線で前記開口側に折り曲げつつ隣り合う分割蓋
部を第二折曲予定線で外側に折り返すことで複数の分割蓋部が前記開口を閉じるように構
成されていることを特徴とする包装用箱。
【請求項２】
　前記蓋は、複数の分割蓋部が前記開口を閉じた状態で、各分割蓋部の先端における前記
周方向の中央部同士が干渉するように構成されている請求項１に記載の包装用箱。
【請求項３】
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　各分割蓋部は、前記開口を閉じた状態で先端側が基端よりも底部側に傾斜した状態にな
り、且つ、底部と平行又は略平行になる折曲途中で互いの先端における前記中央部同士が
最大に干渉するように、分割壁部に接続された基端から先端までの長さが設定されている
請求項２に記載の包装用箱。
【請求項４】
　各分割蓋部は、前記基端から先端までの長さが同じ長さに設定され、該長さは、底部と
平行又は略平行で且つ分割壁部の上端と直交する方向における該分割壁部の上端から周壁
が画定する多角形状の領域の図心までの距離の１００％～１３５％に設定されている請求
項１又は２に記載の包装用箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、菓子等の食品類や日用品等の物品を包装するための包装用箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、菓子等の食品類や日用品等の物品を包装するための包装用箱には、種々形態
のものが提供されており、その一つとして、上部が開口した箱本体と、該箱本体の上端の
一部から延出し、該箱本体との境界で前記開口側に折り曲げ可能に設けられた蓋とを備え
たものがある。
【０００３】
　かかる包装用箱は、箱本体の開口から該箱本体内に物品を収容した上で、蓋を箱本体の
開口側に折り曲げて蓋本体の開口を閉じるようになっている。この種の包装用箱は、上述
の如く、蓋が箱本体の上端から延出して該箱体との境界で折り曲げ可能に構成されること
から、一般的に、紙製のシート材や樹脂製のシート材を所定形状（箱本体及び蓋を一体的
に展開した形状）に裁断したものを折り曲げ加工した上で必要箇所を接着することで形成
されている。
【０００４】
　ところで、商品や贈答品等を包装する包装用箱は、外観のデザイン性が要求されること
がある。そのため、この種の包装用箱には、箱本体の形態を一般的な形態（立方体や直方
体）と異なる形態にして消費者や贈答品を受け取る人（以下、消費者等という）の興味を
引くようにしたものがある。かかる包装用箱の箱本体は、三角形や五角形等の多角形状に
形成した底部と、該底部の外周を画定する直線状の辺のそれぞれに接続されて起立した複
数の分割壁部とを備えており、各分割壁部の両側端が隣り合う別の分割壁部の側端に接続
されている。
【０００５】
　これにより、上記構成の包装用箱は、複数の分割壁部が周方向に連続して平面視多角形
状（多角筒状）の周壁を形成することになるため、箱本体の外観に特徴のあるもの（消費
者等の興味を引くもの）になっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３１１７０９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記構成の包装用箱は、上述の如く、箱本体（底部及び周壁）が多角形状に
形成されるため、箱本体の開口を閉塞する蓋の外形も底部の外形と同一形状又は相似形状
に形成されるが、蓋が平面的であることから消費者等の興味を引くのに限界がある。すな
わち、上記構成の包装用箱は、陳列時や手渡し時に箱本体の開口を閉じた蓋が最上位に位
置する形態であるため、該包装用箱の配置（消費者等の視線の位置）によっては消費者等
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が箱本体の特徴ある形態よりも平面的な蓋を認識する割合が多くなることがあり、消費者
等の興味が低くなることがある。
【０００８】
　特に、ショーケースや陳列棚等に陳列される場合には、消費者が商品（包装用箱）を見
下ろすような状態になることが多いため、箱本体の特徴的な形態が消費者等の視界に入り
にくくなり、消費者の購買意欲を高める（興味を引く）ことができない場合があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、物品を収容する箱本体と該箱本体の開口を閉じる蓋とを連続的に形
成することを前提に、消費者等の視覚に入りやすい最上部にある蓋で装飾性を高めること
のできる包装用箱を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る包装用箱は、上部が開口した箱本体と、該箱本体の上端から延出し、該箱
本体との境界上に設定された第一折曲予定線で前記開口側に折曲可能に設けられた蓋とを
備え、前記箱本体及び前記蓋は、可撓性を有するシート材から形成され、前記箱本体は、
平面視正多角形状の底部と、該底部の外周を画定する直線状の辺のそれぞれに接続されて
起立した複数の分割壁部とを備え、複数の分割壁部が周方向に連続して平面視正多角形状
の領域を画定した周壁を構成する包装用箱において、前記蓋は、各分割壁部に対応して配
置された複数の分割蓋部で構成され、各分割蓋部は、方形状に形成されて一辺が対応する
分割壁部の上端に接続されるとともに隣り合う分割蓋部に接続されて前記周方向に連続し
、分割壁部と接続された基端における前記周方向で同位にある一端と先端における前記周
方向の中央とを結ぶ第二折曲予定線が設定され、該第二折曲予定線を境にして周方向の一
端側にある三角形状の領域と、台形状の領域とに区画され、該三角形状の領域の厚みが該
台形状の領域の厚みよりも厚く設定され、各分割蓋部を第一折曲予定線で前記開口側に折
り曲げつつ隣り合う分割蓋部を第二折曲予定線で外側に折り返すことで複数の分割蓋部が
前記開口を閉じるように構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る包装用箱によれば、箱本体の開口を閉じた複数の分割蓋部が周方向で順々
に重なった状態になる。具体的に説明すると、本発明に係る包装用箱は、箱本体の開口を
閉じる蓋が各分割壁部に対応して配置された複数の分割蓋部で構成され、各分割蓋部が方
形状に形成されて一辺が対応する分割壁部の上端に接続されるとともに隣り合う分割蓋部
に接続されて前記周方向に連続しているため、複数の分割蓋部で構成された蓋は、開口を
閉じるまで多角筒状になっている。
【００１２】
　そして、各分割蓋部は、箱本体との境界上に設定された第一折曲予定線で折曲可能であ
り、また、分割壁部と接続された基端における前記周方向で同位にある一端と先端におけ
る前記周方向の中央とを結ぶ第二折曲予定線で折曲可能であるため、各分割蓋部を第一折
曲予定線で前記開口側に折り曲げつつ隣り合う分割蓋部を第二折曲予定線で外側に折り返
すと、各分割蓋部は、箱本体（周壁）の開口を閉じた状態で、周方向の一方向側で隣り合
う分割蓋部の外側に折り返された部分の上側に重なった状態（襞状）になる。
【００１３】
　これにより、隣り合う分割蓋部同士の重なった襞状の部分が周方向に複数箇所形成され
る結果、その開口を閉じた蓋（複数の分割蓋部）が風車や花（花びら）の如き態様をなす
ことになる。従って、上記包装用箱は、消費者等の視覚に入りやすい最上部にある蓋によ
る装飾性が高まり、箱本体の態様だけでなく蓋の態様によっても消費者等の興味を引くこ
とができる。
【００１４】
　本発明の一態様として、前記蓋は、複数の分割蓋部が前記開口を閉じた状態で、各分割
蓋部の先端における前記周方向の中央部同士が干渉するように構成されていることが好ま
しい。このようにすれば、箱本体の開口を閉じた複数の分割蓋部がそれぞれ周壁の径方向
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で突っ張り合うことになり、蓋体（各分割蓋部）が不用意に起き上がって箱本体の開口を
開放してしまうことを防止することができる。すなわち、該包装用箱は、箱本体及び蓋が
シート材から形成されたものであるため、蓋（分割蓋部）を第一折曲予定線及び第二折曲
予定線で折り曲げたときに、自己の剛性による復元力（折り曲げられた状態から元の状態
に戻ろうとする力）が作用する。
【００１５】
　従って、単に蓋（各分割蓋部）を折り曲げるようにするだけでは、箱本体の開口を閉じ
た蓋（分割蓋部）が復元力によって起き上がろうとして開口を開放させる可能性があるが
、上述の如く、複数の分割蓋部が前記開口を閉じた状態で、各分割蓋部の先端における前
記周方向の中央部同士が干渉することで、蓋（複数の分割蓋部）の起き上がりを規制する
ことができる。
【００１６】
　この場合、各分割蓋部は、前記開口を閉じた状態で先端側が基端よりも底部側に傾斜し
た状態になり、且つ、底部と平行又は略平行になる折曲途中で互いの先端における前記中
央部同士が最大に干渉するように、分割壁部に接続された基端から先端までの長さが設定
されることが好ましい。このようにすれば、各分割蓋部で箱本体の開口を閉じるべく、各
分割蓋部を第一折曲予定線で開口側に折り曲げると、底部と平行又は略平行になったとき
に互いの先端における前記中央部同士が最大に干渉することになるが、当該蓋（分割蓋部
）が可撓性を有するシート材で構成されているため、中央部同士が最大に干渉したときに
各分割蓋部が撓んで干渉が和らげられる結果、各分割蓋部を先端側が基端よりも底部側に
傾斜した状態にまで折り曲げて箱本体の開口を閉じることができる。
【００１７】
　そして、蓋が箱本体の開口を閉じた状態において、分割蓋部が底部と平行又は略平行に
なる折曲途中よりも分割蓋部同士の干渉度合いが低い状態になっているため、各分割蓋部
は干渉度合いが最大になる姿勢（底部と平行又は略平行になる姿勢）に戻ろうとすること
がない。これにより、箱本体の開口を閉じた分割蓋部がロックされた状態になり、不用意
に開放することが防止される。
【００１８】
　このように分割蓋部がロックされた状態になるが、蓋（箱本体の開口）を開放させるに
は、上述の襞状の部分を外方（上方）に引っ張るだけでよい。このときにおいても分割蓋
部が底部と平行又は略平行になると互いの先端における前記中央部同士が最大に干渉する
ことになるが、蓋を閉じる場合と同様に、当該蓋（分割蓋部）の撓みで干渉が和らげられ
るため、蓋（各分割蓋部）を開放状態にまで戻すことができる。
【００１９】
　この場合、各分割蓋部は、前記基端から先端までの長さが同じ長さに設定され、該長さ
は、底部と平行又は略平行で且つ分割壁部の上端と直交する方向における該分割壁部の上
端から周壁が画定する多角形状の領域の図心までの距離の１００％～１３５％に設定され
ることが好ましい。このようにすれば、箱本体の開口を閉じる際に蓋（分割蓋部）を円滑
に折り曲げることができる上に、箱本体の開口を閉じた蓋（分割蓋部）の起き上がり（開
口の開放）を確実に防止することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように、本発明の包装用箱によれば、物品を収容する箱本体と該箱本体の開口を
閉じる蓋とを連続的に形成することを前提に、消費者等の視覚に入りやすい最上部にある
蓋で装飾性を高めることができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る包装用箱の説明図であって、（ａ）は、蓋を
開放させた状態の平面図を示し、（ｂ）は、（ａ）のＸ矢視図を示し、（ｃ）は、（ａ）
のＹ矢視図を示す。
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【図２】図２は、同実施形態に係る包装用箱を作成するための展開シートの平面図を示す
。
【図３】図３は、同実施形態に係る包装用箱の説明図であって、（ａ）は、蓋で箱本体の
開口を閉じた状態の全体斜視図を示し、（ｂ）は、蓋で箱本体の開口を閉じた状態の平面
図を示す。
【図４】図４は、本発明の他実施形態に係る包装用箱（底部を正三角形状に形成するとと
もに周壁を正三角筒状に形成した包装用箱）の説明図であって、（ａ）は、蓋を開放させ
た状態の平面図を示し、（ｂ）は、（ａ）のＹ矢視図を示し、（ｃ）は、蓋で箱本体の開
口を閉じた状態の平面図を示す。
【図５】図５は、本発明の別の実施形態に係る包装用箱（底部を正方形状に形成するとと
もに周壁を正四角筒状に形成した包装用箱）の説明図であって、（ａ）は、蓋を開放させ
た状態の平面図を示し、（ｂ）は、（ａ）のＹ矢視図を示し、（ｃ）は、蓋で箱本体の開
口を閉じた状態の平面図を示す。
【図６】図６は、本発明のさらに別の実施形態に係る包装用箱（底部を正五角形状に形成
するとともに周壁を正五角筒状に形成した包装用箱）の説明図であって、（ａ）は、蓋を
開放させた状態の平面図を示し、（ｂ）は、（ａ）のＹ矢視図を示し、（ｃ）は、蓋で箱
本体の開口を閉じた状態の平面図を示す。
【図７】図７は、本発明のさらに別の実施形態に係る包装用箱（底部を正七角形状に形成
するとともに周壁を正七角筒状に形成した包装用箱）の説明図であって、（ａ）は、蓋を
開放させた状態の平面図を示し、（ｂ）は、（ａ）のＹ矢視図を示し、（ｃ）は、蓋で箱
本体の開口を閉じた状態の平面図を示す。
【図８】図８は、本発明のさらに別の実施形態に係る包装用箱（底部を正八角形状に形成
するとともに周壁を正八角筒状に形成した包装用箱）の説明図であって、（ａ）は、蓋を
開放させた状態の平面図を示し、（ｂ）は、（ａ）のＹ矢視図を示し、（ｃ）は、蓋で箱
本体の開口を閉じた状態の平面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態に係る包装用箱について、添付図面を参照して説明する。
【００２３】
　本実施形態に係る包装用箱は、図１（ａ）～図１（ｃ）に示す如く、上部が開口した箱
本体２と、該箱本体２の上端から延出し、該箱本体２との境界上に設定された第一折曲予
定線Ｌ１で前記開口の中央側に折曲可能に設けられた蓋３とを備えている。
【００２４】
　前記箱本体２及び前記蓋３は、可撓性を有するシート材から形成される。本実施形態に
おいて、包装用箱１は、箱本体２及び蓋３が一体的（連続的）に形成されており、所定形
状に裁断した一枚の紙製のシート材（後述する展開シートＳ：図２参照）を折り曲げ加工
して必要箇所を接続することで形成されている。なお、本実施形態に係る包装用箱１の作
成方法及び該包装用箱１の作成に用いられる展開シートＳについては後述することとする
。
【００２５】
　前記箱本体２は、平面視正多角形状の底部２０と、該底部２０の外周を画定する直線状
の辺のそれぞれに接続されて起立した複数の分割壁部２１…とを備えている。本実施形態
に係る箱本体２は、底部２０が平面視正六角形に形成されており、これに伴い、分割壁部
２１…を六つ備えている。
【００２６】
　本実施形態に係る箱本体２は、各分割壁部２１…が側面視方形状（正方形状又は長方形
状）に形成されており、各分割壁部２１…の一辺が下端として底部２０の外周（外郭）を
構成する直線状の一辺に接続されている。各分割壁部２１…は、下端（前記一辺）の長さ
が底部２０の外周を構成する単一の辺の長さと同一に設定されており、該下端の全長が底
部２０の前記一辺の全長に接続されている。そして、各分割壁部２１…は、箱本体２のサ
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イズ（深さ）に応じて正方形状又は上下方向に長手をなす長方形状に形成される。
【００２７】
　複数の分割壁部２１…は、周方向に連続して底部２０の外周形状に対応した平面視多角
形の周壁２２を構成している。すなわち、各分割壁部２１…は、両側端（周方向にある両
側端）が隣り合う別の分割壁部２１…の側端に接続されており、多角筒状の周壁２２を構
成している。これにより、箱本体２の周壁２２には、分割壁部２１…同士の接続位置に上
下方向に延びる稜線が形成されている。本実施形態に係る箱本体２は、上述の如く、底部
２０が六角形状に形成されているため、周壁２２が六角筒状をなし、該周壁２２の外周に
は、上下方向に延びる稜線が周方向に間隔をあけて六つ形成されている。
【００２８】
　前記蓋３は、各分割壁部２１…に対応して配置された複数の分割蓋部３０…で構成され
ている。各分割蓋部３０…は、方形状（正方形状又は長方形状）に形成されており、一辺
が対応する分割壁部２１…の上端に接続されている。本実施形態において、各分割蓋部３
０…は、基端（前記一辺）の長さが分割壁部２１…の上端の長さと同一に設定されており
、該基端の全長が分割壁部２１…の上端の全長に接続されている。
【００２９】
　また、各分割蓋部３０…は、隣り合う分割蓋部３０（周方向で隣り合う分割蓋部３０）
に接続されて周方向に連続している。すなわち、各分割蓋部３０…は、両側端（周方向に
ある両側端）が隣り合う別の分割蓋部３０…の側端に接続されている。これにより、箱本
体２の開口を閉じる前の蓋３は、複数の分割蓋部３０…によって多角筒状をなし、分割蓋
部３０…同士の接続位置に上下方向に延びる稜線（採番しない）が形成されている。
【００３０】
　そして、本実施形態に係る包装用箱１は、上述の如く、蓋３と箱本体２との境界上に第
一折曲予定線Ｌ１が設定されている。すなわち、該包装用箱１は、分割壁部２１…と分割
蓋部３０…との境界上に分割蓋部３０…を箱本体２の開口側に折り曲げるときの基準とな
る第一折曲予定線Ｌ１が設定されている。従って、該包装用箱１は、分割壁部２１…の上
端及び分割蓋部３０…の基端と一致する第一折曲予定線Ｌ１が分割蓋部３０…毎に設定さ
れている。
【００３１】
　本実施形態に係る包装用箱１は、各分割蓋部３０…に対し、該分割蓋部３０…の基端に
おける前記周方向（環状をなす蓋３の周方向）で同位にある一端と先端における前記周方
向の中央とを結ぶ第二折曲予定線Ｌ２が設定されている。これにより、各分割蓋部３０…
は、第二折曲予定線Ｌ２を境にして周方向の一端側にある三角形状の領域（以下、三角領
域という）Ａ１と、一端から他端にかけてある台形状の領域（以下、台形領域という）Ａ
２とに区画されている。
【００３２】
　本実施形態に係る包装用箱１は、各分割蓋部３０…において、第二折曲予定線Ｌ２によ
って区画された領域Ａ１，Ａ２のうち、三角領域Ａ１が台形領域Ａ２よりも厚みが厚く設
定されている。すなわち、該包装用箱１は、隣り合う分割蓋部３０…同士を接続するため
に一方の分割蓋部３０…に連設された上述する蓋部接続用糊代５０’…が該一方の分割蓋
部３０…と隣り合う他方の分割蓋部３０…の前記三角領域Ａ１に対して一致した状態で貼
り付けられている。これにより、各分割蓋部３０…は、三角領域Ａ１が台形領域Ａ２より
も厚みが厚くなっている。
【００３３】
　そして、本実施形態に係る包装用箱１は、各分割蓋部３０…を第一折曲予定線Ｌ１で前
記開口側に折り曲げつつ隣り合う分割蓋部３０…を第二折曲予定線Ｌ２で外側に折り返す
ことで複数の分割蓋部３０…が該開口を閉じるように構成されている。
【００３４】
　本実施形態において、各分割蓋部３０…は、前記開口を閉じた状態で先端側が基端より
も底部２０側に傾斜した状態になり、且つ、底部２０と平行又は略平行になる折曲途中で
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互いの先端における前記中央部同士が最大に干渉するように、前記基端から先端までの長
さが設定されている。
【００３５】
　すなわち、各分割蓋部３０…は、前記基端から先端までの長さが同じ長さに設定され、
該長さＬは、底部２０と平行又は略平行で且つ分割壁部２１…の上端と直交する方向にお
ける該分割壁部２１…の上端から周壁２２が画定する多角形状の領域の図心Ｃまでの距離
Ｄの１００％～１３５％（より好ましくは、１０５％～１２０％）に設定される。
【００３６】
　本実施形態に係る包装用箱１は、以上の通りであり、次に、上記構成の包装用箱１を作
成するための展開シートの説明に併せ、該展開シートを用いて上記構成の包装用箱１の作
成方法について説明する。
【００３７】
　展開シートは、可撓性を有するシート材で構成される。すなわち、展開シートは、紙製
のシート材や樹脂製のシート材を所定形状（本実施形態においては以下に説明する形状）
に裁断して形成される。本実施形態に係る展開シートは、紙製の包装用箱１を作成すべく
、厚紙を裁断して形成されている。
【００３８】
　かかる展開シートは、図２に示す如く、前記箱本体２の底部２０となる平面視正多角形
状の底部形成領域２０’と、該底部形成領域２０’の外郭を画定する複数の辺から延出し
、前記分割壁部２１…となる複数の壁部形成領域２１’…と、各壁部形成領域２１’…の
先端から延出し、前記分割蓋部３０…となる複数の蓋部形成領域３０’…と、各壁部形成
領域２１’…における前記底部形成領域２０’の周方向で同位にある一側端から延出した
複数の壁部接続用糊代４０’…と、各蓋部形成領域３０’…における前記底部形成領域２
０’の周方向で同位にある一側端から延出した複数の蓋部接続用糊代５０’…とを備えて
いる。
【００３９】
　本実施形態において、前記底部形成領域２０’は、平面視正六角形状に形成されている
。これに対し、各壁部形成領域２１’…は、方形状に形成されており、底部形成領域２０
’の外郭を画定する各辺の全長に亘って延出している。すなわち、各壁部形成領域２１’
…は、底部形成領域２０’の辺と同一幅に設定されており、該幅方向と直交する延出方向
の一端が底部形成領域２０’の外郭を画定する辺に接続されている。そして、各壁部形成
領域２１’…は、前記延出方向の長さがそれぞれ同一に設定されている。
【００４０】
　各蓋部形成領域３０’…は、方形状に形成されており、壁部形成領域２１’…の延出方
向の他端の全長に亘って延出している。すなわち、各蓋部形成領域３０’…は、壁部形成
領域２１’…と同一幅に設定されており、該幅方向と直交する方向の一端が壁部形成領域
２１’…の他端に接続されている。
【００４１】
　各壁部接続用糊代４０’…は、壁部形成領域２１’…の一側端の全長から延出している
。本実施形態において、底部形成領域２０’が六角形状に形成されることから、周方向で
隣り合う壁部形成領域２１’…同士の間隔が底部形成領域２０’側ほど狭くなるため、各
壁部接続用糊代４０’…は、壁部形成領域２１’…同士の間隔の変化に対応して先細りに
（三角形状に）形成されている。
【００４２】
　各蓋部接続用糊代５０’…は、蓋部形成領域３０’…の一側端の全長から延出している
。本実施形態に係る蓋部接続用糊代５０’…は、前記三角領域Ａ１に対応して三角形状に
形成されている。すなわち、包装用箱１は、分割蓋部３０…の基端における前記周方向（
環状をなす蓋３の周方向）で同位にある一端と先端における前記周方向の中央とを結ぶ第
二折曲予定線Ｌ２によって方形状の分割蓋部３０…が三角領域Ａ１と台形領域Ａ２とに区
画されているため、該三角領域Ａ１の一部となる蓋部接続用糊代５０’…は、蓋部形成領



(8) JP 5620145 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

域３０’…の先端と同列をなす（一致した）直線状の外縁と、一側端上にある蓋部形成領
域３０’…と壁部形成領域２１’…との境界から前記外縁の先端に向けて傾斜した傾斜縁
とによって画定されている。該蓋部接続用糊代５０’…は、蓋部形成領域３０’…からの
最大延出量（蓋部形成領域３０’との境界から前記外縁と傾斜縁との交点までの長さ）が
蓋部形成領域３０’…の幅方向の長さの半分に設定されている。
【００４３】
　そして、上記構成の展開シート１’から包装用箱１を作成するには、図１（ａ）～図１
（ｂ）に示す如く、各壁部形成領域２１’…を底部形成領域２０’との境界に稜線を形成
するように同方向に折り曲げて起立させる（本実施形態においては分割壁部２１（壁部形
成領域２１’）が底部２０（底部形態領域２０’）に対して直角又は略直角になるように
起立させている）。そうすると、壁部形成領域２１’…の一側端から延出した各壁部接続
用糊代４０’…が該壁部形成領域２１’…と隣り合う別の壁部形成領域２１’…と重なり
あった状態になるため、該壁部接続用糊代４０’…を重なり合った壁部形成領域２１’…
に接着する。このとき、各壁部接続用糊代４０’…は、該壁部接続用糊代４０’…を延出
させた壁部形成領域２１’…との境界に稜線を形成するように折り曲げられる。これによ
り、複数の壁部形成領域２１’…が周方向に連続した複数の分割壁部２１…になる。
【００４４】
　また、蓋部形成領域３０’…は、壁部形成領域２１’…に対して連続しているため、上
述の如く、壁部形成領域２１’…を底部形成領域２０’との境界で折り曲げて起立させた
状態で、蓋部形成領域３０’…の一側端から延出した各蓋部接続用糊代５０’…が該蓋部
形成領域３０’…と隣り合う別の蓋部形成領域３０’…と重なりあった状態になる。そし
て、蓋部接続用糊代５０’…を重なり合った壁部形成領域２１’…に接着する。このとき
、各蓋部接続用糊代５０’…は、該蓋部接続用糊代５０’…を延出させた蓋部形成領域３
０’…との境界に稜線を形成するように折り曲げられる。これにより、複数の蓋部形成領
域３０’…が周方向に連続した複数の分割蓋部３０…になり、上記構成の包装用箱１が完
成する。
【００４５】
　そして、上記包装用箱１で物品が包装される。具体的には、箱本体２の上部開口から包
装の対象となる物品を箱本体２内に収容する。そして、各分割蓋部３０…を第一折曲予定
線Ｌ１で前記開口側に折り曲げつつ隣り合う分割蓋部３０…を第二折曲予定線Ｌ２で外側
に折り返す。本実施形態においては、各分割蓋部３０…の三角領域Ａ１が台形領域Ａ２よ
りも厚みが厚くなっている（蓋部接続用糊代５０’…が接着されている）ため、三角領域
Ａ１と台形領域Ａ２との境界である第二折曲予定線Ｌ２上で急激な厚みの差があり、各分
割蓋部３０…を第二折曲予定線Ｌ２に沿ってスムーズに外側に折り返すことができる。す
なわち、各分割蓋部３０…を第二折曲予定線Ｌ２と対応する蓋部接続用糊代５０’…のエ
ッジに沿って容易に折り返すことができる。
【００４６】
　このように、各分割蓋部３０…を第一折曲予定線Ｌ１で前記開口側に折り曲げつつ隣り
合う分割蓋部３０…を第二折曲予定線Ｌ２で外側に折り返すと、図３（ａ）及び図３（ｂ
）に示す如く、箱本体２の開口を閉じた複数の分割壁部２１…は周方向で順々に重なった
状態になる。すなわち、各分割蓋部３０…を第一折曲予定線Ｌ１で前記開口側に折り曲げ
つつ隣り合う分割蓋部３０を第二折曲予定線Ｌ２で外側に折り返すと、各分割蓋部３０…
は、箱本体２（周壁２２）の開口を閉じた状態で、周方向の一方向側で隣り合う分割蓋部
３０の外側に折り返された部分の上側に重なった状態（襞状）になる。これにより、隣り
合う分割蓋部３０，３０同士の重なった襞状の部分が周方向に複数箇所形成される結果、
その開口を閉じた蓋３（複数の分割蓋部３０…）が風車や花（花びら）の如き態様をなす
ことになる。
【００４７】
　従って、上記包装用箱１は、消費者等の視覚に入りやすい最上部にある蓋３による装飾
性が高まり、箱本体２の態様だけでなく蓋３の態様によっても消費者等の興味を引くこと
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ができる。
【００４８】
　また、本実施形態に係る包装用箱１は、複数の分割蓋部３０…が前記開口を閉じた状態
で、各分割蓋部３０…の先端における前記周方向の中央部同士が干渉するため、箱本体２
の開口を閉じた複数の分割蓋部３０…がそれぞれ周壁２２の径方向で突っ張り合うことに
なり、蓋３（各分割蓋部３０…）が不用意に起き上がって箱本体２の開口を開放してしま
うことを防止することができる。すなわち、該包装用箱１は、箱本体２及び蓋３がシート
材から形成されたものであるため、蓋３（分割蓋部３０…）を第一折曲予定線Ｌ１及び第
二折曲予定線Ｌ２で折り曲げたときに、自己の剛性による復元力（折り曲げられた状態か
ら元の状態に戻ろうとする力）が作用する。
【００４９】
　従って、単に蓋３（各分割蓋部３０…）を折り曲げるようにするだけでは、箱本体２の
開口を閉じた蓋３（分割蓋部３０…）が復元力によって起き上がろうとして開口を開放さ
せる可能性があるが、上述の如く、複数の分割蓋部３０…が前記開口を閉じた状態で、各
分割蓋部３０…の先端における前記周方向の中央部同士が干渉することで、蓋３（複数の
分割蓋部３０…）の起き上がりを規制することができる。
【００５０】
　特に、本実施形態に係る分割蓋部３０…は、前記開口を閉じた状態で先端側が基端より
も底部２０側に傾斜した状態になり、且つ、底部２０と平行又は略平行になる折曲途中で
互いの先端における前記中央部同士が最大に干渉するように、前記基端から先端までの長
さＬが設定されているため、箱本体２の開口を閉じた複数の分割蓋部３０…をロックした
状態にすることができる。
【００５１】
　すなわち、箱本体２の開口を閉じた蓋３（先端側が基端よりも底部２０側に傾斜した分
割蓋部３０…）は、底部２０と平行又は略平行になる折曲途中よりも干渉度合いが低くい
状態になっているため、干渉度合いが最大になる姿勢（底部２０と平行又は略平行になる
姿勢）に戻るとすることがなく、箱本体２の開口を閉じた複数の分割蓋部３０…をロック
した状態にすることができる。
【００５２】
　なお、各分割蓋部３０…は、上述の如く、底部２０と平行又は略平行になる折曲途中で
互いの先端における前記中央部同士が最大に干渉することになるが、可撓性を有するシー
ト材（厚紙）で構成されているため、中央部同士が最大に干渉したときに、各分割蓋部３
０…の先端部を底部２０側に押圧する（押し込む）ことで、各分割蓋部３０…が撓んで底
部２０と平行又は略平行になる状態から先下りに傾斜した姿勢になる。
【００５３】
　そして、本実施形態においては、各分割蓋部３０…の基端から先端までの長さＬが同じ
長さに設定され、該長さＬは、底部２０と平行又は略平行で且つ分割壁部２１…の上端と
直交する方向における該分割壁部２１…の上端から周壁２２が画定する多角形状の領域の
図心Ｃまでの距離Ｄの１００％～１３５％（より好ましくは１０５％～１２０％）に設定
されているため、箱本体２の開口を閉じる際に蓋３（分割蓋部３０…）を円滑に折り曲げ
ることができる上に、箱本体２の開口を閉じた蓋３（分割蓋部３０…）の起き上がり（開
口の開放）を確実に防止することができる。
【００５４】
　このように本実施形態に係る包装用箱１は、分割蓋部３０…がロックされた状態になる
が、蓋３（箱本体２の開口）を開放させるには、上述の襞状の部分を外方（上方）に引っ
張るだけでよい。このときにおいても分割蓋部３０…が底部２０と平行又は略平行になる
と互いの先端における前記中央部同士が最大に干渉することになるが、蓋３を閉じる場合
と同様に、当該蓋３（分割蓋部３０）の撓みで干渉が和らげられるため、蓋３（各分割蓋
部３０）を開放状態にまで戻すことができる。
【００５５】
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　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲で適宜変更し得ることは勿論のことである。
【００５６】
　上記実施形態において、底部２０を平面視正六角形状に形成し、これに伴って、周壁２
２及び開口を閉じる前の蓋３も六角筒状をなすようにしたが、これに限定されるものでは
なく、例えば、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す如く、底部２０を平面視正三角形状に形
成し、これに伴って、周壁２２及び開口を閉じる前の蓋３も三角筒状をなすようにしても
よいし、図５（ａ）及び図５（ｂ）に示す如く、底部２０を平面視正方形に形成し、これ
に伴って、周壁２２及び開口を閉じる前の蓋３も四角筒状をなすようにしてもよい。また
、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示す如く、底部２０を平面視正五角形状に形成し、これに
伴って、周壁２２及び開口を閉じる前の蓋３も五角筒状をなすようにしてもよいし、図７
（ａ）及び図７（ｂ）に示す如く、底部２０を平面視正七角形状に形成し、これに伴って
、周壁２２及び開口を閉じる前の蓋３も七角筒状をなすようにしてもよいし、図８（ａ）
及び図８（ｂ）に示す如く、底部２０を平面視正八角形状に形成し、これに伴って、周壁
２２及び開口を閉じる前の蓋３も八角筒状をなすようにしてもよい。
【００５７】
　すなわち、図４乃至図８に示す如く、底部２０を平面視正多角形状に形成し、これに伴
って、周壁２２及び開口を閉じる前の蓋３も多角筒状をなすようにすればよい。この場合
においても、各分割蓋部３０…は、方形状に形成されて一辺が分割壁部２１…の上端に接
続され、前記基端における前記周方向で同位にある一端と先端における前記周方向の中央
とを結ぶ第二折曲予定線Ｌ２が設定され、各分割蓋部３０…を分割壁部２１…との境界線
上に設定された第一折曲予定線Ｌ１で前記開口側に折り曲げつつ隣り合う分割蓋部３０…
を第二折曲予定線Ｌ２で外側に折り返すように構成されることで、図４乃至図８のそれぞ
れの（ｃ）に示す如く、開口を閉じた蓋３（複数の分割蓋部３０…）が風車や花（花びら
）の如き態様をなすことになる。
【００５８】
　従って、上記包装用箱１は、消費者等の視覚に入りやすい最上部にある蓋３による装飾
性が高まり、箱本体２の態様だけでなく蓋３の態様によっても消費者等の興味を引くこと
ができる。
【００５９】
　また、上述のように、底部２を正多角形状に形成するとともに周壁２２を正多角筒状に
形成する場合においても、前記蓋３は、複数の分割蓋部３０…が前記開口を閉じた状態で
、各分割蓋部３０…の先端における前記周方向の中央部同士が干渉するように構成するこ
とが好ましく、また、各分割蓋部３０…が前記開口を閉じた状態で先端側が基端よりも底
部側に傾斜した状態になり、且つ、底部と平行又は略平行になる折曲途中で互いの先端に
おける前記中央部同士が最大に干渉するように、前記基端から先端までの長さが設定され
ていることがより好ましい。
【００６０】
　そして、各分割蓋部３０…が前記開口を閉じた状態で先端側が基端よりも底部２側に傾
斜した状態になり、且つ、底部と平行又は略平行になる折曲途中で互いの先端における前
記中央部同士が最大に干渉するように構成する場合においては、図４乃至図８のそれぞれ
の（ａ）及び（ｂ）に示す如く、上記実施形態と同様に、各分割蓋部３０…の基端から先
端までの長さＬが同じ長さに設定され、該長さＬが、底部２と平行又は略平行で且つ分割
壁部２１…の上端と直交する方向における該分割壁部２１…の上端から周壁が画定する多
角形状の領域の図心Ｃまでの距離Ｄの１００％～１３５％に設定されることが好まく、前
記距離Ｄの１０５％～１２０％に設定されることがより好ましい。
【００６１】
　上記実施形態において、各分割蓋部３０…は、前記開口を閉じた状態で先端側が基端よ
りも底部２０側に傾斜した状態になり、且つ、底部２０と平行又は略平行になる折曲途中
で互いの先端における前記中央部同士が最大に干渉するように、基端から先端までの長さ
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又は略平行になった状態で開口を閉じて互いの先端における前記中央部同士が干渉するよ
うに、基端から先端までの長さが設定されてもよい。
【００６２】
　すなわち、蓋３は、複数の分割蓋部３０…が前記開口を閉じた状態で、各分割蓋部３０
…の先端における前記周方向の中央部同士が干渉するように構成されることが好ましい。
但し、第一折曲予定線Ｌ１及び第二折曲予定線Ｌ２で確実に折り癖を付けることができれ
ば、蓋３（分割蓋部３０…）が自己の剛性（復元力）で起き上がることがないため、この
場合においては、必ずしも開口を閉塞する分割蓋部３０…の先端同士を干渉させる必要は
ない。
【００６３】
　上記実施形態において、各分割壁部２１…が底部２０に対して直角又は略直角をなして
起立するようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、各分割壁部２１…が底
部２０に対して外側又は内側に傾斜した状態で起立させるようにしてもよい。この場合に
おいても、各分割蓋部３０…は、方形状に形成されて一辺が分割壁部２１…の上端に接続
され、前記基端における前記周方向で同位にある一端と先端における前記周方向の中央と
を結ぶ第二折曲予定線Ｌ２が設定され、各分割蓋部３０…を分割壁部２１…との境界線上
に設定された第一折曲予定線Ｌ１で前記開口側に折り曲げつつ隣り合う分割蓋部３０…を
第二折曲予定線Ｌ２で外側に折り返すように構成されることは言うまでもない。
【００６４】
　上記実施形態において、包装用箱１全体を一枚のシート材（展開シート１’）で一体的
に形成したが、これに限定されるものでなく、例えば、各部毎に分割したシートを貼り合
わせて上記実施形態と同様の態様の包装用箱１を形成しても勿論よい。また、包装用箱１
は、紙製のものに限定されるものではなく、例えば、樹脂製シートで構成してもよい。す
なわち、包装用箱１を作成するためのシート材は可撓性を有するものであればよく、材質
は種々変更可能である。
【００６５】
　上記実施形態において、各分割蓋部３０…の三角領域Ａ１を台形領域Ａ２よりも厚みを
厚くし、第二折曲予定線Ｌ２上で厚みを急激に変化させることで分割蓋部３０…を外側に
折り返し易くしたが、これに限定されるものではなく、例えば、第二折曲予定線Ｌ２は、
厚みを薄くした部分を線状に形成したものや、強度を低下させるように断続的に切り込み
を入れたもの（いわゆるミシン目等）であってもよい。また、第一折曲予定線Ｌ１も同様
である。また、第一折曲予定線Ｌ１及び第二折曲予定線Ｌ２は、使用者に折り位置を認識
させることができればよく、該当箇所に描画した線であってもよいし、折り癖によって付
けられた線であってもよい。
【符号の説明】
【００６６】
　１…包装用箱、１’…展開シート、２…箱本体、３…蓋、２０…底部、２０’…底部形
成領域、２１…分割壁部、２１’…壁部形成領域、２２…周壁、３０…分割蓋部、３０’
…蓋部形成領域、４０’…壁部接続用糊代、５０’…蓋部接続用糊代、Ａ１…三角領域、
Ａ２…台形領域、Ｌ１…第一折曲予定線、Ｌ２…第二折曲予定線、Ｓ…展開シート
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