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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ブランクから組み立てることができると共に、
食品の汚染を最小限に抑えることができるシール機能を
備えたクラムシェルカートンを提供する。
【解決手段】ブランク５は、トレイ９９及び蓋７７を備
えるクラムシェルカートンへの形成を容易にする、種々
の折り線とガセット又は糊タブ１２、１４、３２、３４
、４２、４４、６２、６４等のコーナー構成とを備える
。トレイ９９は食品を支持するボトムパネル５０を有し
、蓋７７はカートン内に保持されている食品の視認を可
能にする窓７０を備える。さらにカートンは、トレイ及
び蓋から外方に突出するフランジ１２２、１２４、１５
２、１５４を備える。カートンが閉じられると、フラン
ジはカートン内に食品を収容及びシールするための重な
り合う対を画定する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　食品を収容するように構成されているカートンであって、
　トレイであって、
　第１のトレイパネルと、
　前記第１のトレイパネルからそれぞれ延びる、複数のサイドトレイパネル、フロントト
レイパネル及びリアトレイパネルを含む、複数の更なるトレイパネルと、
　複数のトレイフランジと、を備え、
　前記複数のトレイフランジのうちの少なくとも１つはそれぞれ、前記サイドトレイパネ
ル及び前記フロントトレイパネルのそれぞれから延びる、トレイと、
　前記トレイにヒンジ接続されるとともに、開形態及び閉形態間で可動な蓋であって、
　第１の蓋パネルと、
　前記第１の蓋パネルからそれぞれ延びる、複数のサイド蓋パネル、フロント蓋パネル及
びリア蓋パネルを含み、前記蓋及び前記トレイを折り曲げ可能に接続する前記カートンの
ヒンジを形成するように、前記リア蓋パネルが弱化線において前記リアトレイパネルに折
り曲げ可能に接続されている、複数の更なる蓋パネルと、
　複数の蓋フランジと、を備え、
　前記複数の蓋フランジのうちの少なくとも１つはそれぞれ、前記サイド蓋パネル及び前
記フロント蓋パネルのそれぞれから延びる、蓋と、
を備え、
　前記複数の蓋フランジは、複数の重なり合うフランジ対が画定されるように、前記蓋が
前記閉形態にあるときに前記複数のトレイフランジと位置合わせされて対面接触しており
、
　前記複数のトレイフランジのそれぞれは第１の縁を有し、前記複数の蓋フランジのそれ
ぞれは第２の縁を有し、前記第１の縁及び前記第２の縁は、前記複数の重なり合うフラン
ジ対の全長に沿って延在するそれぞれの自由縁を備え、
　それぞれの第１の縁はそれぞれの第２の縁と位置合わせされ、前記位置合わせされた第
１及び第２の縁のそれぞれは、前記複数の重なり合うフランジ対の全長に沿って延在する
、前記カートンの自由縁を形成し、
　前記重なり合うフランジ対のそれぞれは、前記重なり合うフランジ対のうちの別のもの
に隣接して終端する、食品を収容するように構成されているカートン。
【請求項２】
　前記更なるトレイパネルのそれぞれを前記更なるトレイパネルのうちの隣接するものに
それぞれ接続するとともに、前記更なる蓋パネルのそれぞれを前記更なる蓋パネルのうち
の隣接するものにそれぞれ接続する、複数のコーナー構成を更に備え、
　前記コーナー構成はそれぞれ、
　前記サイドトレイパネルと前記フロントトレイパネルとの間、
　前記サイドトレイパネルと前記リアトレイパネルとの間、
　前記サイド蓋パネルと前記フロント蓋パネルとの間、
　前記サイド蓋パネルと前記リア蓋パネルとの間、
に位置決めされる、請求項１に記載のカートン。
【請求項３】
　前記トレイの前記コーナー構成は折り曲げられ、前記サイドトレイパネルに付着され、
前記蓋の前記コーナー構成は折り曲げられ、前記サイド蓋パネルに付着される、請求項２
に記載のカートン。
【請求項４】
　前記コーナー構成は複数のガセットを備える、請求項３に記載のカートン。
【請求項５】
　前記コーナー構成は複数のタブを備える、請求項３に記載のカートン。
【請求項６】
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　複数の第１の切れ目線及び複数の第２の切れ目線を更に備え、前記複数の第１の切れ目
線のそれぞれの切れ目線は、前記複数のタブのそれぞれのタブと前記トレイサイドパネル
との間に位置決めされ、前記複数の第２の切れ目線のそれぞれの切れ目線は、前記複数の
タブのそれぞれのタブと前記蓋サイドパネルとの間に位置決めされる、請求項５に記載の
カートン。
【請求項７】
　前記蓋は窓を備える、請求項１に記載のカートン。
【請求項８】
　前記窓は、前記第１の蓋パネル及び前記フロント蓋パネル内に画定される、請求項７に
記載のカートン。
【請求項９】
　前記窓は、通して覗くことを可能にするように構成されているカバーを備える、請求項
７に記載のカートン。
【請求項１０】
　前記蓋フランジのそれぞれは蓋フランジ長さをそれぞれ画定し、前記トレイフランジの
それぞれはトレイフランジ長さをそれぞれ画定し、
　前記重なり合うフランジ対のそれぞれに関して、前記蓋フランジ長さは前記トレイフラ
ンジ長さに実質的に等しい、請求項１に記載のカートン。
【請求項１１】
　前記蓋フランジのそれぞれは蓋フランジ幅をそれぞれ画定し、前記トレイフランジのそ
れぞれはトレイフランジ幅をそれぞれ画定し、
　前記重なり合うフランジ対のそれぞれに関して、前記蓋フランジ幅は前記トレイフラン
ジ幅に実質的に等しい、請求項１に記載のカートン。
【請求項１２】
　前記蓋フランジ及び前記トレイフランジは、前記重なり合うフランジ対として共に接着
されるように構成されている、請求項１に記載のカートン。
【請求項１３】
　前記蓋は、折り線に沿って前記トレイに接続される、請求項１に記載のカートン。
【請求項１４】
　前記蓋は、引き裂き線に沿って前記トレイに接続されている、請求項１に記載のカート
ン。
【請求項１５】
　前記複数の蓋フランジのそれぞれは、それぞれの蓋フランジ折り線に沿って、前記複数
のサイド蓋パネルのそれぞれに折り曲げ可能に接続されており、前記蓋フランジ折り線に
は、前記複数の蓋フランジのそれぞれの全長に沿って開口部がない、請求項１に記載のカ
ートン。
【請求項１６】
　前記複数のトレイフランジのそれぞれは、それぞれのトレイフランジ折り線に沿って、
前記複数のサイドトレイパネルのそれぞれに折り曲げ可能に接続されており、前記トレイ
フランジ折り線には、前記複数のトレイフランジのそれぞれの全長に沿って開口部がない
、請求項１に記載のカートン。
【請求項１７】
　カートンを形成するように構成されているブランクであって、
　トレイ部分であって、
　第１のトレイパネルと、
　前記第１のトレイパネルからそれぞれ延びる、複数のサイドトレイパネル、フロントト
レイパネル及びリアトレイパネルを含む、複数の更なるトレイパネルと、
　前記サイドトレイパネルと前記フロントトレイパネルとの間及び前記サイドトレイパネ
ルと前記リアトレイパネルとの間に位置決めされるとともに、前記更なるトレイパネルの
それぞれを前記更なるトレイパネルのうちの隣接するものにそれぞれ接続するように構成
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されている、複数のトレイコーナー構成と、
　複数のトレイフランジと、を備え、
　前記複数のトレイフランジのうちの少なくとも１つはそれぞれ、前記サイドトレイパネ
ル及び前記フロントトレイパネルのそれぞれから延びる、トレイ部分と、
　前記トレイ部分に接続される蓋部分であって、
　第１の蓋パネルと、
　前記第１の蓋パネルからそれぞれ延びる、複数のサイド蓋パネル、フロント蓋パネル及
びリア蓋パネルを含み、前記蓋部分及び前記トレイ部分を折り曲げ可能に接続するヒンジ
を形成するように、前記リア蓋パネルが弱化線において前記リアトレイパネルに折り曲げ
可能に接続されている、複数の更なる蓋パネルと、
　前記サイド蓋パネルと前記フロント蓋パネルとの間及び前記サイド蓋パネルと前記リア
蓋パネルとの間に位置決めされるとともに、前記更なる蓋パネルのそれぞれを前記更なる
蓋パネルのうちの隣接するものにそれぞれ接続するように構成されている、複数の蓋コー
ナー構成と、
　複数の蓋フランジと、を備え、
　前記複数の蓋フランジのうちの少なくとも１つはそれぞれ、前記サイド蓋パネル及び前
記フロント蓋パネルのそれぞれから延びる、蓋部分と、
を備え、
　前記複数の蓋フランジは、複数の重なり合うフランジ対を画定するように前記複数のト
レイフランジと位置合わせされて対面接触するものであり、
　前記複数のトレイフランジのそれぞれは第１の縁を有し、前記複数の蓋フランジのそれ
ぞれは第２の縁を有し、前記ブランクから形成される前記カートンにおいて、前記第１の
縁及び前記第２の縁は、前記複数の重なり合うフランジ対の全長に沿って延在するそれぞ
れの自由縁を備え、
　前記第１の縁はそれぞれの第２の縁と位置合わせされるものであり、前記位置合わせさ
れた第１及び第２の縁のそれぞれは、前記複数の重なり合うフランジ対の全長に沿って延
在する、前記ブランクから形成される前記カートンの自由縁を形成するものである、ブラ
ンク。
【請求項１８】
　前記蓋フランジ及び前記トレイフランジは、ともに接着されるように構成されている、
請求項１７に記載のブランク。
【請求項１９】
　前記複数の蓋フランジのそれぞれは、それぞれの蓋フランジ折り線に沿って、前記複数
のサイド蓋パネルのそれぞれに折り曲げ可能に接続されており、前記蓋フランジ折り線に
は、前記複数の蓋フランジのそれぞれの全長に沿って開口部がない、請求項１７に記載の
ブランク。
【請求項２０】
　前記複数のトレイフランジのそれぞれは、それぞれのトレイフランジ折り線に沿って、
前記複数のサイドトレイパネルのそれぞれに折り曲げ可能に接続されており、前記トレイ
フランジ折り線には、前記複数のトレイフランジのそれぞれの全長に沿って開口部がない
、請求項１７に記載のブランク。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１０年８月１６日に出願された米国仮特許出願第６１／４０１，５９３号
の利益を主張する。この参照される出願の開示は引用によりその全体が本明細書に引用に
より参照される。
【０００２】
　本開示は包括的には、食品包装に用いることができるカートンに関し、より詳細には、
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ともにヒンジ結合されるトレイ部分と蓋部分とを有するクラムシェルカートンに関する。
【背景技術】
【０００３】
　食品を収容するのにカートンを利用することができる。一般に、カートン内にある食品
の汚染の可能性を最小限に抑えることが望まれている。したがって、例えば、本開示は、
改善されたシールを提供すること等によって望ましい特性を示すように構成されている、
クラムシェルカートンのようなカートンの実施の形態を提供する。
【考案の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　簡潔に述べると、本開示の一態様は、カートンの内部に食品を収容するために蓋がトレ
イを覆うようにヒンジ式に閉じることができるように、ともにヒンジ接続されるトレイと
蓋とを備えるクラムシェルカートンを対象とする。トレイ及び蓋は、カートンが閉じられ
ると互いに接触する。フランジがトレイ及び蓋から外方に突出しており、トレイのフラン
ジを熱、接着剤（例えばホットメルト接着剤）又は別法によって蓋のフランジにシールす
るか、又はその逆にシールすることができ、カートンの外部の空気と内部の製品との間に
実質的にシールされたバリアを提供する。
【０００５】
　一実施の形態では、食品を収容するように構成されているカートンが提供される。前記
カートンは、トレイであって、第１のトレイパネルと、前記第１のトレイパネルからそれ
ぞれ延びる、複数のサイドトレイパネル、フロントトレイパネル及びリアトレイパネルを
含む、複数の更なるトレイパネルと、複数のトレイフランジと、を備える、トレイを含む
ことができる。前記トレイフランジのうちの少なくとも１つはそれぞれ、前記サイドトレ
イパネル及び前記フロントトレイパネルのそれぞれから延びることができる。前記カート
ンは、前記トレイにヒンジ接続されるとともに、開形態及び閉形態間で可動な蓋を更に備
えることができる。前記蓋は、第１の蓋パネルと、前記第１の蓋パネルからそれぞれ延び
る複数のサイド蓋パネル、フロント蓋パネル及びリア蓋パネルを含む、複数の更なる蓋パ
ネルと、複数の蓋フランジと、を備えることができる。前記蓋フランジのうちの少なくと
も１つはそれぞれ、前記サイド蓋パネル及び前記フロント蓋パネルのそれぞれから延びる
ことができる。前記蓋フランジは、複数の重なり合うフランジ対が画定されるように、前
記蓋が前記閉形態にくると前記トレイフランジと位置合わせされるように構成することが
できる。さらに、前記重なり合うフランジ対のそれぞれは、該重なり合うフランジのうち
の別のフランジに隣接して終端することができる。
【０００６】
　更なる実施の形態では、カートンを形成するように構成されるブランクが提供される。
本ブランクは、トレイ部分と蓋部分とを備えることができる。トレイ部分は、第１のトレ
イパネルと、第１のトレイパネルからそれぞれ延びる、複数のサイドトレイパネル、フロ
ントトレイパネル及びリアトレイパネルを含む、複数の更なるトレイパネルと、複数のト
レイコーナー構成と、複数のトレイフランジとを備えることができる。トレイフランジの
うちの少なくとも１つはそれぞれ、サイドトレイパネル及びフロントトレイパネルのそれ
ぞれから延びることができる。蓋部分は、第１の蓋パネルと、第１の蓋パネルからそれぞ
れ延びる、複数のサイド蓋パネル、フロント蓋パネル及びリア蓋パネルを含む、複数の更
なる蓋パネルと、複数の蓋コーナー構成と、複数の蓋フランジとを備えることができる。
蓋フランジのうちの少なくとも１つはそれぞれ、サイド蓋パネル及びフロント蓋パネルの
それぞれから延びることができる。蓋フランジは、複数の重なり合うフランジ対を画定す
るようにトレイフランジと位置合わせするように構成することができる。
【０００７】
　別の実施の形態では、上述のブランク等からカートンを形成する方法が提供される。本
方法は、トレイ及び蓋を形成することを含み得る。トレイを形成することは、トレイコー
ナー構成によって、更なるトレイパネルのそれぞれを更なるトレイパネルのうちの隣接す
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るトレイパネルにそれぞれ接続することを含み得る。蓋を形成することは、蓋コーナー構
成によって、更なる蓋パネルのそれぞれを更なる蓋パネルのうちの隣接する蓋パネルにそ
れぞれ接続することを含み得る。トレイフランジ及び蓋フランジは外方に折り曲げること
ができる。トレイと蓋との間には、外方に折り曲げられた蓋フランジ及び外方に折り曲げ
られたトレイフランジがそれぞれ協働して複数の重なり合うフランジ対を画定するように
相対的な動きが存在し得る。重なり合うフランジ対はそれぞれ、ともに接続することがで
きる。より具体的には、重なり合うフランジ対に熱及び圧力を加えることができ、ホット
メルト接着剤を活性化させ、重なり合うフランジ対をそれぞれともに接着する。
【０００８】
　そのため、種々の実施の形態によれば、重なり合うフランジ対において密閉シールする
ことができるカートンを形成することができる。したがって、異物混入（tampering）の
証拠を可視とすることができる。さらに、カートン内に収容されている製品の視認を可能
にする窓をカートン内に設けることができる。本開示の他の態様は以下から明らかとなる
であろう。
【０００９】
　一般的慣行に従い、以下で説明する図面の種々の特徴は、必ずしも一定の縮尺比で描か
れているとは限らず、概略的に示されている場合がある。図面における種々の特徴及び要
素の寸法は、本開示の実施形態をより明確に示すために拡大又は縮小されている場合があ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の第１の例示的な実施形態によるクラムシェルカートンを形成するように
構成されているブランクの平面図である。
【図２】本開示の第２の例示的な実施形態によるクラムシェルカートンを形成するように
構成されているブランクの平面図である。
【図３】本開示の第１の実施形態によるクラムシェルカートンの内部部分を示す、部分的
に組み立てられたクラムシェルカートンの上面図である。
【図４】本開示の第２の実施形態によるクラムシェルカートンの内部部分を含む、部分的
に組み立てられたクラムシェルカートンの斜視図である。
【図５】本開示の第２の実施形態による、完全に組み立てられて閉じられたクラムシェル
カートンの斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　対応する部品が、図面全体を通して対応する参照符号によって示されている。
【００１２】
　図３～図５を簡単に参照すると、例示的な実施形態のクラムシェルカートン１、１’が
蓋７とトレイ９を備える。蓋７及びトレイ９はともにヒンジ接続されており、クラムシェ
ルカートン１、１’の２つのクラムシェル部分を形成している。閉じられた際に、１つ又
は複数の食品（図示せず）又は他のタイプの製品をクラムシェルカートン１、１’内に収
容することができる。食品を収容、陳列及び／又は加熱するために、食品を包装内に収容
することができ、次いでクラムシェルカートン１、１’内に載置するか、又はクラムシェ
ルカートン内に直接載置することができる。クラムシェルカートン１、１’は、冷凍食品
、冷蔵食品又は非冷蔵食品を含む任意の適当なタイプの食品の収納及び陳列に適するもの
とすることができる。本開示による例示的な実施形態のクラムシェルカートン１、１’は
最初に、それらが組み立てられる板紙ブランクに関して説明する。
【００１３】
　これに関して、図１は、第１の実施形態によるクラムシェルカートンを形成するのに用
いることができるブランク５の平面図を示す。ブランク５は、第１の表面３００と、ブラ
ンクの反対側に第２の表面とを含むことができる。第１の表面３００は、ブランクがクラ
ムシェルカートンになるように形成されると、外表面を少なくとも部分的に画定すること
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ができ、第２の表面は内表面を画定することができる。ブランク５は、（例えば、ブラン
クの上部に沿った）第１の縁部２と、（例えばブランクの下部に沿った）第２の縁部４と
を画定するとみなすことができる外縁を有する。
【００１４】
　さらに、ブランク５は、折り線又は他の適した弱化によって相互接続される複数のパネ
ルを備えることができる。概して、ブランク５は折り目３１によって接続することができ
る蓋部分７７とトレイ部分９９とを備えることができる。蓋部分７７とトレイ部分９９は
、蓋及びトレイをそれぞれ画定するように構成できる。
【００１５】
　より具体的には、蓋部分７７は、折り線１１に沿ってトップパネル２０に折り曲げ可能
に接続される上側フロントパネル１０（例えばフロント蓋パネル）を備えることができる
。トップパネル２０は、折り線２１に沿って上側リアパネル３０（例えばリア蓋パネル）
に折り曲げ可能に接続される。上側サイドパネル２２、２４（例えば、サイド蓋パネル）
がそれぞれ、それぞれの折り線２３、２５に沿ってトップパネル２０に折り曲げ可能に接
続される。したがって、蓋部分７７は、第１の蓋パネル（例えばトップパネル２０）と複
数の更なる蓋パネル（例えば、上側フロントパネル１０、上側リアパネル３０及び上側サ
イドパネル２２、２４）とを画定するとみなすことができる。
【００１６】
　トレイ部分９９は、折り線３１に沿って蓋部分７７の上側リアパネル３０に折り曲げ可
能に接続される下側リアパネル４０（例えばリアトレイパネル）を含むことができる。下
側リアパネル４０は、折り線４１に沿ってボトムパネル５０に折り曲げ可能に接続される
。ボトムパネル５０は、折り線５１に沿って下側フロントパネル６０（例えば、フロント
トレイパネル）に折り曲げ可能に接続される。さらに、下側サイドパネル５２、５４（例
えばサイドトレイパネル）がそれぞれ、それぞれの折り線５３、５５に沿ってボトルパネ
ル５０に折り曲げ可能に接続される。したがって、トレイ部分９９は、第１のトレイパネ
ル（例えばボトムパネル５０）と複数の更なるトレイパネル（例えば下側フロントパネル
６０、下側リアパネル４０及び下側サイドパネル５２、５４）とを画定するとみなすこと
ができる。
【００１７】
　糊タブ１２（例えば、接着剤材料等によって付着されるためのフラップ）を、折り線１
３に沿って上側フロントパネル１０に接続することができる。糊タブ１２は、糊タブ１２
と上側サイドパネル２２との間に位置決めされている切れ目線１７により上側サイドパネ
ル２２に当接することができるが、上側サイドパネル２２とは分離している（例えば切り
離されている）ままである。同様の糊タブ３２、４２、６２（例えば、接着剤材料等によ
って付着されるためのフラップ）が、折り線３３、４３、６３に沿ってそれぞれ上側リア
パネル３０、下側リアパネル４０及び下側フロントパネル６０に接続される。糊タブ３２
は、上側サイドパネル２２から分離しているが、切れ目線２７に沿って上側サイドパネル
２２に延び、糊タブ４２は、下側サイドパネル５２から分離しているが、切れ目線４７に
沿って下側サイドパネル５２に延び、糊タブ６２は、下側サイドパネル５２から分離して
いるが、切れ目線５７に沿って下側サイドパネル５２に延びる。この糊タブ構成の鏡像を
ブランク５の対向する第２の縁部分４に沿って形成することができ、その場合、糊タブ１
４、３４、４４、６４（例えば、取付フラップ）が、折り線１５、３５、４５、６５に沿
って、上側フロントパネル１０、上側リアパネル３０、下側リアパネル４０及び下側フロ
ントパネル６０に接続される。糊タブ１４、３４は、上側サイドパネル２４から分離して
いるが、それぞれの切れ目線１９、２９に沿って上側サイドパネル２４に延び、一方、糊
タブ４４、６４は、下側サイドパネル５４から分離しているが、切れ目線４９、５９に沿
って下側サイドパネル５４に延びる。上述の切れ目線のそれぞれはスリットの形態である
ものとすることができる。
【００１８】
　一実施形態では、トレイ部分９９及び蓋部分７７のサイド２２、２４、５２、５４、フ
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ロントパネル１０、６０及びリアパネル３０、４０が互いの側に折り曲げられると、糊タ
ブが、内方に動いて又は折り込まれてそれらのそれぞれの隣接するサイドパネルの内表面
に部分的に重なり、これらのサイドパネルに接着剤（又は他の材料若しくは方法）によっ
て付着されることができ、トレイ及び蓋（例えばトレイ９及び蓋７）のクラムシェル構成
が形成される。代替的に、糊タブは接着剤又は別様にそれぞれのサイドパネルの外表面に
付着することができる。したがって、糊タブ又は他のコーナー構成は、更なる蓋パネル（
例えば、上側フロントパネル１０、上側リアパネル３０及び上側サイドパネル２２、２４
）を、更なる蓋パネルのうち隣接するものにそれぞれ付着するように、及び／又は更なる
トレイパネル（例えば、下側フロントパネル６０、下側リアパネル４０及び下側サイドパ
ネル５２、５４）を、更なるトレイパネルのうち隣接するものにそれぞれ付着するように
構成することができる。
【００１９】
　本開示の一実施形態では、蓋部分７７の上側フロントフランジパネル１００が、折り線
１０１に沿って上側フロントパネル１０に折り曲げ可能に接続され、サイドフランジパネ
ル１２２、１２４が、それぞれの折り線１２３、１２５に沿って上側サイドパネル２２、
２４に折り曲げ可能に接続される。同様に、トレイ部分９９の下側フロントフランジパネ
ル１６０が、折り線１６１に沿って下側フロントパネル６０に折り曲げ可能に接続され、
下側サイドフランジパネル１５２、１５４が、それぞれの折り線１５３、１５５に沿って
下側サイドパネル５２、５４に折り曲げ可能に接続される。ブランク５がクラムシェルカ
ートン（例えばクラムシェルカートン１、１’）に組み立てられると、折り線１０１、１
２３、１２５は蓋（例えば蓋７）のリップを形成し、一方、折り線１５３、１５５、１６
１はトレイ（例えばトレイ９）のリップを形成する。ブランクがクラムシェルカートンに
組み立てられると、リップ部分７７のフランジパネル１００、１２２、１２４（蓋フラン
ジと呼ばれ得る）が蓋のリップから外方に突出して、トレイ部分９９のフランジパネル１
６０、１５２、１５４（トレイフランジと呼ばれ得る）にフロント及びサイドの周囲で重
なる（例えば、重ね合わさる、位置合わせされる）ことができる。
【００２０】
　任意選択的に、ブランク５は、クラムシェルカートンがブランクから組み立てられたと
きに、クラムシェルカートンの内部にある中身を人が覗くことを可能にする、及び／又は
クラムシェルカートンの内部の食品（単数又は複数）のアセスメントを可能にする開口部
７０を含むことができる。所望される場合、食品（複数可）若しくは他の物品（複数可）
は、別個の袋に入れることができるか、又は、物品（複数可）は単にクラムシェルカート
ン内に直接入れることができる。開口部７０は、製品が見えること又は別様に検査又はア
セスメントすることを可能にする窓を形成する材料から作製されるフィルムカバー、プラ
スチックカバー又は他のカバー７２によって覆うことができる。カバー７２は、開口部７
０を覆うとともにシールもするように、接着剤７４（又は他の適した手段若しくは方法）
によってブランク５の第１の表面３００（例えば外表面）又は第２の表面（例えば内表面
）に接続することができる。開口部７０は、図１に示され、トップパネル２０内に延び、
折り線１１を横切って上側フロントパネル１０に延びている。開口部７０は、本開示から
逸脱することなく、別様の形状、配置、サイズ及び／又は構成にすることができるか、又
は省くこともできる。任意選択的に、開口部７０は、単一のカバー７２によって覆うこと
ができるか若しくは複数のカバーによって覆うことができる複数の開口部を備えることが
でき、また開口部は、２つ以上のカバーによって覆われる単一の開口部とすることができ
る。さらに任意選択的に、カバー７２は、任意の配向、サイズ又は構成で形成することが
でき、任意の色、テクスチャー又はパターンで設けることができる。
【００２１】
　図２に示されている別の実施形態では、ブランク５’は、図１に示されているブランク
５の構成を含むことができ、したがって、適切な場合、共通の構成を特定するのに同じ参
照符号が用いられる。そのため、上述したように、ブランク５’は、折り目３１によって
接続することができる蓋部分７７及びトレイ部分９９を含むことができる。蓋部分７７及
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びトレイ部分９９は、蓋及びトレイをそれぞれ画定するように構成することができる。さ
らに、ブランク５’は任意選択的に、第１の実施形態のブランク５に関して上述したよう
な開口部７０を含んでいてもよい。一実施形態では、トップパネル２０及びボトムパネル
５０、フロントパネル１０、６０、リアパネル３０、４０、サイドパネル２２、２４、５
２、５４及びフランジパネル１２２、１２４、１５２、１５４は、図１に示されている実
施形態の同じパネルと同一である。
【００２２】
　しかしながら、この実施形態では、コーナー構成は、図１の糊タブではなく、フロント
パネル及びリアパネルとそれらの隣接するサイドパネルとの間のスペースにわたるととも
にこれらのパネルをともに接続する折り曲げ可能なガセット２００、２１０、２２０、２
７０を備える。より具体的には、ガセット２００、２１０は、蓋部分７７の上側サイドパ
ネル２２、２４を上側フロントパネル１０に接続し、ガセット２２０、２７０は、上側サ
イドパネル２２、２４を上側リアパネル３０に接続する。トレイ部分７９についても同様
に、折り曲げ可能なガセット２３０、２４０、２５０、２６０が、トレイ部分の下側サイ
ドパネル５２、５４をトレイ部分の下側リアパネル４０及び下側フロントパネル６０にそ
れぞれ接続する。
【００２３】
　一実施形態では、各ガセット２００、２１０、２２０、２３０、２４０、２５０、２６
０、２７０は、斜めの折り線２０５に沿って第２のガセットパネル２０４に折り曲げ可能
に接続される第１のガセットパネル２０２を備える。ガセット２００、２１０、２２０、
２３０、２４０、２５０、２６０、２７０は、場合によっては折り線に沿って、それぞれ
のサイドパネル及びフロントパネル及びリアパネルに接続される。より具体的には、ガセ
ット２００は、折り線１７’に沿って上側サイドパネル２２に、また、折り線１３に沿っ
て上側フロントパネル１０に接続され、ガセット２１０は、折り線１５に沿って上側フロ
ントパネル１０に、また、折り線１９’に沿って上側サイドパネル２４に接続される。ガ
セット２２０は、折り線２９’に沿って上側サイドパネル２４に、また、折り線３５に沿
って上側リアパネル３０に接続され、ガセット２３０は、折り線４５に沿って下側リアパ
ネル４０に、また、折り線４９’に沿って下側サイドパネル５４に接続される。ガセット
２４０は、折り線５９’に沿って下側サイドパネル５４に、また、折り線６５に沿って下
側フロントパネル６０に接続され、ガセット２５０は、折り線６３に沿って下側フロント
パネル６０に、また、折り線５７’に沿って下側サイドパネル５２に接続される。ガセッ
ト２６０は、折り線４７’に沿って下側サイドパネル５２に、また、折り線４３に沿って
下側リアパネル４０に接続され、ガセット２７０は、折り線３３に沿って上側リアパネル
３０に、また、折り線２７’に沿って上側サイドパネル２２に接続される。
【００２４】
　ガセットパネル２０２、２０４は概ね三角形のパネルを画定することができ、ガセット
パネルは折り線２０５によって分離することができる。しかしながら、ガセット、ガセッ
トパネル及び折り線は、本開示から逸脱することなく、別様の形状、配置及び位置にする
ことができる。カートンを形成するのに、実施形態によっては、必要とされるガセットの
数が全体的により少ない場合もあれば、ガセットとパネルとの組合せを用いる場合もある
。トレイ７及び蓋９は、ガセットパネル２０２、２０４を折り線２０５に沿って折り曲げ
、トレイ部分７７及び蓋部分９９のサイド２２、２４、５２、５４及びフロントパネル１
０、６０及びリアパネル３０、４０を互いに向かって合わせることによって形成すること
ができることが理解されるであろう。ガセット２００、２１０、２２０、２３０、２４０
、２５０、２６０、２７０を次いで、それらの折り曲げられた形態で糊付けされ、及び／
又は別様に固定することができる。さらに、ガセット２００、２１０、２２０、２３０、
２４０、２５０、２６０、２７０は、隣接するパネルの内側又は外側に糊付けすることが
できる。ガセット２００、２１０、２２０、２３０、２４０、２５０、２６０、２７０は
、種々のパネル１０、２２、２４、３０、４０、５２、５４、６０に及ぶそれらの連続し
た特性により、ブランク５’から形成されたカートンの外側と内側との間に、より大きな
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バリアシール又は改善されたバリアシールを提供することができる。しかしながら、上記
のように、ガセットのうちの１つ又は複数は、本開示から逸脱することなく別様の形状、
配置及び／又は構成にすることができる。
【００２５】
　一実施形態では、フランジパネル１００、１２２、１２４、１５２、１５４、１６０は
、外形が概ね矩形であり、それぞれの折り線１０１、１２３、１２５、１５３、１５５、
１６１においてそれぞれのサイドパネル２２、２４、５２、５４又はそれぞれのフロント
パネル１００、１６０の長さ全体に延びることができる。カートンが、本明細書において
開示される或る実施形態のブランク５、５’から組み立てられ、トレイに重ね合わさる蓋
によって閉じるように折り曲げられると、対向するフランジパネル（例えば１００及び１
６０と、１２２及び１２４と、１５２及び１５４）が互いに接触し、例えば、適当な接着
剤（例えばホットメルト接着剤）、１つ又は複数の機械的固定具等による任意の適した方
法、及び／又は任意の他の適した方法でともに固定することができる。例えば、ホットメ
ルト接着剤を、フランジのそれぞれの上に設けることができ、それぞれのフランジを熱ゴ
テによりともにプレスすることができるか、又は別様にともにプレスするとともに任意の
他の適した方法で加熱することができ、それによって、ホットメルト接着剤が活性化し、
その後、冷却し、それぞれのフランジをともに接着する。フランジは、任意の他の適した
方法でともにそれぞれ固定することができる。
【００２６】
　対向するフランジパネル間の接触面積を最大にするとともに、蓋部分７７及びトレイ部
分９９から形成される蓋とトレイとの間に結果として得られるシールを改善するために、
対向するフランジパネルは同様のサイズを有することができる。フランジパネル１００、
１２２、１２４、１５２、１５４、１６０は、ブランク５、５’から形成されるクラムシ
ェルカートンの内部の製品のための十分なバリア及びシールを確立するのに必要な任意の
長さ及び任意の幅を有することができる。幾つかの実施形態では、一般的なフランジパネ
ル長さは、３．５インチ～５．５インチの範囲とすることができ、一般的なフランジパネ
ル幅は、０．２５インチ～１．００インチの範囲とすることができる。他の実施形態では
、フランジパネルは、サイドパネル又はフロントパネルの幅よりも長い長さを有すること
ができる（例えば、その場合、フランジパネルの長さとサイドパネル及びフロントパネル
の幅は、それらの間の折り線に沿って延びる）。フランジパネル１００、１２２、１２４
、１５２、１５４、１６０が重ね合わせられてシールされると、カートンの外側とカート
ンの内側との間にバリアが形成されて、カートン内の食品の新鮮さ及び安全性を維持する
のに役立つ。さらに、シールされたフランジパネルは、破られた場合にカートンの内部の
中身が損なわれたことを示すことができるタンパー表示として機能し得る。
【００２７】
　例示的な一方法では、第１の実施形態のブランク５を、カートンの外表面を画定する第
２の表面４００が図示された図３に示されている対応する第１の実施形態のカートン１に
形成することができる。特に、カートン１は、図１及び図３を参照して理解され得るよう
に、接続する折り線に沿って、それぞれのサイドパネル、フロントパネル及びリアパネル
を互いの側に折り曲げることによってブランク５から組み立てて、蓋７及びトレイ９を形
成することができる。蓋部分７７の第１の縁部分２において、糊タブ１２が折り線１３に
沿って折り曲げられ、サイドパネル２２の下側又は内側に折り込まれ、糊タブ３２が折り
線３３に沿って折り曲げられ、上側サイドパネル２２の内側に折り込まれる。蓋部分７７
の第２の縁部分４において、糊タブ１４が折り線１５に沿って折り曲げられ、上側サイド
パネル２４の内側に折り込まれ、糊タブ３４が折り線３５に沿って折り曲げられ、上側サ
イドパネル２４の内側に折り込まれる。上側フロントパネル１０が折り線１１に沿って折
り曲げられ、上側リアパネル３０が折り線２１に沿って折り曲げられ、上側サイドパネル
２２が折り線２３に沿って折り曲げられ、上側サイドパネル２４が折り線２５に沿って折
り曲げられる。接着剤（例えば、糊又は熱シール接着剤）を、糊タブ１２、３２、１４、
３４及び又は対応する上側サイドパネル２２、２４それぞれに塗布するか、又は別様にそ



(11) JP 3198254 U 2015.6.25

10

20

30

40

50

れぞれにおいて活性化させて、糊タブを適所に固定して蓋７を形成する。例えば、接着剤
を、糊タブ１２、３２、１４、３４における第１の表面３００（例えば、外表面）におい
て塗布するか又は別様に活性化することができ、及び／又は対応する上側サイドパネル２
２、２４における第２の表面（例えば、第１の表面と反対の内表面）において塗布するか
活性化することができる。図１では、接着剤材料が破線によって糊タブ上に概略的に示さ
れている。
【００２８】
　同様に、トレイ部分９９の第１の縁部分２において、糊タブ４２が折り線４３に沿って
折り曲げられ、サイドパネル５２の内側に折り込まれ、糊タブ６２が折り線６３に沿って
折り曲げられ、サイドパネル５２の内側に折り込まれる。トレイ部分９９の第２の縁部分
４において、糊タブ４４が折り線４５に沿って折り曲げられ、サイドパネル５４の内側に
折り込まれ、糊タブ６４が折り線６５に沿って折り曲げられ、サイドパネル５４の内側に
折り込まれる。下側フロントパネル６０が折り線５１に沿って折り曲げられ、下側リアパ
ネル４０が折り線４１に沿って折り曲げられ、サイドパネル５２が折り線５３に沿って折
り曲げられ、サイドパネル５４が折り線５５に沿って折り曲げられる。接着剤（例えば、
糊又は熱シール接着剤）を、糊タブ４２、６２、４４、６４における第１の表面３００（
例えば、外表面）に塗布することができ、及び／又は下側フロントパネル６０、サイドパ
ネル５２、下側リアパネル４０及びサイドパネル５４の対応セクションにおける第２の表
面（例えば、第１の表面と反対側）にそれぞれ塗布することができ、糊タブを適所に固定
してトレイ９を形成する。糊タブは、カートン１の内側に位置決めされるように対応パネ
ルの内側に折り曲げられるものとして上記で概示及び概説されているが、代替的に、カー
トンの外側に位置決めされるように対応パネルの外側に折り曲げられてもよいことに留意
されたい。これに関して、糊タブが対応パネルの外側に折り曲げられる実施形態では、接
着剤を、パネルの第１の表面３００（例えば、外表面）若しくは糊タブにおける第２の表
面（例えば、第１の表面と反対の内表面）に塗布するか又は別様に活性化することができ
る。
【００２９】
　第２の実施形態のブランク５’（図２を参照のこと）を、図４において開形態で示され
ているような第２の実施形態のカートン１’に形成することができる。カートン１’を形
成するために、図２及び図４を参照して理解され得るように、接続する折り線に沿って種
々のサイドパネル、フロントパネル及びバックパネルを折り曲げることによって２つのク
ラムシェル部分、蓋７及びトレイ９を形成する。蓋部分７７の第１の縁部分２において、
ガセット２００のガセットパネル２０２、２０４が、第１の表面３００から延びる折り線
１３、１７’、２０５に沿って折り曲げられ（例えば、ガセットパネルをガセットがカー
トン１’の外側に位置決めされるように互いに向けて折り曲げることができる）、ガセッ
ト２７０のガセットパネル２０２、２０４が、折り線３３、２７’、２０５に沿って第１
の表面３００側に折り曲げられる。トレイ部分９９の第２の縁部分４において、ガセット
２１０のガセットパネル２０２、２０４が、折り線１５、１９’、２０５に沿って第１の
表面３００側に折り曲げられ、ガセット２２０のガセットパネル２０２、２０４が折り線
３５、２９’、２０５に沿って第１の表面３００側に折り曲げられる。上側フロントパネ
ル１０が折り線１１に沿って折り曲げられ、上側リアパネル３０が折り線３１に沿って折
り曲げられ、上側サイドフラップ２２が折り線２３に沿って折り曲げられ、上側サイドフ
ラップ２４が折り線５５に沿って折り曲げられる。接着剤（例えば、糊又は熱シール接着
剤）を、ガセットパネル２０４における第１の表面３００（例えば、外表面）において又
はサイドパネル２２、２４における第１の表面の一部において塗布する又は別様に活性化
することができ、そして、ガセット２００、２１０、２２０、２７０を折り曲げる及び適
所に固定することができ、クラムシェルカートン１’の蓋７を形成する。
【００３０】
　トレイ部分９９の第１の縁部分２に沿って、ガセット２５０のガセットパネル２０２、
２０４が折り線６３、５７’、２０５に沿って第１の表面３００側に折り曲げられ（例え
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ば、ガセットパネルをガセットがカートン１’の外側に位置決めされるように互いの側に
折り曲げることができる）、ガセット２６０のガセットパネル２０２、２０４が折り線４
３、４７’、２０５に沿って折り曲げられ、第１の表面３００から外側に延びる。トレイ
部分９９の第２の縁部分４において、ガセット２３０のガセットパネル２０２、２０４が
折り線４５、４９’、２０５に沿って折り曲げられ、第１の表面３００から外側に延び、
ガセット２４０のガセットパネル２０２、２０４が折り線５９’、６５及び２０５に沿っ
て折り曲げられ、第１の表面３００から外側に延びる。下側リアパネル４０が折り線４１
に沿って折り曲げられ、下側フロントパネル６０が折り線５１に沿って折り曲げられ、下
側サイドパネル５２が折り線５３に沿って折り曲げられ、下側サイドパネル５４が折り線
５５に沿って折り曲げられる。接着剤（例えば、糊又は熱シール接着剤）を、ガセットパ
ネル２０４における第１の表面３００（例えば、外表面）において若しくは下側サイドパ
ネル５２、５４における第１の表面の一部において塗布する又は別様に活性化することが
でき、そして、ガセット２３０、２４０、２５０、２６０を折り曲げる及び接着剤によっ
て適所に固定することができ、トレイ９を形成する。ガセットがそれらのそれぞれのサイ
ドパネルからそれらのそれぞれのフロントパネル又はリアパネルまで連続しているため、
この実施形態は、糊タブが切れ目線（例えばスリット）に沿ってサイドパネルから分離さ
れる図１の実施形態よりも良好なシールを形成することができる。
【００３１】
　ガセット２００、２１０、２２０、２３０、２４０、２５０、２６０、２７０は、ガセ
ットパネル２０４がサイドパネル２２、２４、５２、５４に接着される（例えば、糊付け
されるか又は熱シールされる）ように折り曲げられるものとして上記に概示及び概説され
ている。しかし、他の実施形態では、ガセットは、ガセットパネル２０２が、ガセットパ
ネル２０２における第２の表面において、若しくはフロントパネル及びリアパネルの対応
部分において塗布される又は別様に活性化する接着剤（例えば、糊又は熱シール）によっ
てフロントパネル１０、６０若しくはリアパネル３０、４０に接着するように、構成でき
ることに留意されたい。さらに、別の実施形態では、ガセットパネル２０２、２０４は、
ガセットがカートンの内側に位置決めされるように内側に折り曲げることができる。した
がって、接着剤（例えば、糊又は熱シール）を、ガセットパネル２０２、２０４のうちの
１つにおける第２の表面において、及び／又は対応するサイドパネル２２、２４、５２、
５４、フロントパネル１０、６０又はリアパネル３０、４０において塗布する又は別様に
活性化することができる。
【００３２】
　カートン１、１’を形成している間の任意の適した時点において、フランジパネル１０
０、１２２、１２４、１５２、１５４、１６０を、折り線１０１、１２３、１２５、１５
３、１５５、１６１をそれぞれ中心として外側に（例えば、カートンの内側から離れて）
折り曲げることができる。
【００３３】
　蓋７及びトレイ９は、形成されると、接続する折り線３１に沿って互いの側に関節接続
するか、ヒンジ接続するか、又は折り曲げることができる。蓋７及びトレイ９が線３１に
沿ってヒンジ接続して最初にカートンを閉じることができるか、又は所望に応じて再びヒ
ンジ接続してカートンを再び閉じることができる。線３１は、折り曲げられると線３１の
領域及び線３１の周囲に逃げを与えてカートンの（例えば、蓋７及びトレイ９が互いに対
して開閉することに抗する）抵抗（fight back）を排除する、切れ目の入った折り目又は
複数の折り線として形成することができる。さらに、所望であれば、蓋７及びトレイ９を
、別個の部分を形成する（一方の部分をボトムトレイ又は断熱表面としての使用に利用可
能にすることを可能にするか、又は食品、調味料等のための別個のトレイを提供すること
を可能にする等の更なる使用利点を提供する）ために、線３１に沿って分離できる。すな
わち、折り線３１（又はその１つ若しくは複数の部分）は任意選択的に引き裂き線とする
ことができる。代替的に、折り線３１は切れ目線（例えば、スリット）であってもよく、
互いに接続される（例えば、ともにシールされる）フランジパネルが、下側リアパネル４
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０及び下側フロントパネル６０にそれぞれ折り曲げ可能に接続することができる。
【００３４】
　蓋７及びトレイ９は、線３１に沿って折り曲げられると、図５に示されているような閉
形態に配置されることができ、結果として得られるカートン内に食品を収容する。第２の
実施形態のカートン１’が図５に示されているが、第１の実施形態のカートン１もまた、
閉形態に構成可能である。閉形態では、対向するフランジパネル、例えば、１００及び１
６０と、１２２及び１２４と、１５２及び１５４とが、トレイ及び蓋から外側に突出して
互いに重なり、位置合わせすることができる。したがって、蓋７が、複数の重なり合うフ
ランジ対１００及び１６０と、１２２及び１２４と、１５２及び１５４とが画定されるよ
うに閉形態になる際に、蓋フランジ１００、１２２、１２４をトレイフランジ１６０、１
５２、１５４と位置合わせすることができる。図５に更に示されているように、重なり合
うフランジ対１００及び１６０と、１２２及び１２４と、１５２及び１５４とのそれぞれ
が、重なり合うフランジ対のうちの別のものに隣接して終端する。重なり合うフランジ対
１００及び１６０と、１２２及び１２４と、１５２及び１５４とは熱シールされる又は別
様に接着され、及び／又は一緒に固定されることができ、カートンの外側の空気とカート
ンの内部にある食品との間のバリア又はシールを形成する及び／又は異物混入の証拠を提
供するように機能する。より詳細な例として、フランジ対１００及び１６０と、１２２及
び１２４と、１５２及び１５４とのそれぞれについて、互いに面する対向する表面のうち
の一方又は双方は、ブランク５、５’が最初に製造されたとき又はその後の任意の適した
時点等において、ホットメルト接着剤で予め少なくとも部分的にコーティングしておくこ
とができる。その後、重なり合うフランジ対１００及び１６０と、１２２及び１２４と、
１５２及び１５４とが、各重なり合う対に対して画定されると、それらのフランジを同時
にともにプレスし、熱ゴテによって又は任意の他の適した方法等で加熱することができ、
それによって、ホットメルト接着剤が活性化し、その後、冷却し、それぞれのフランジを
ともに接着する。カートン１、１’は、本開示から逸脱しない限り、他の代替的な方法及
びステップによって形成し、閉じ、及び／又は開くことができる。
【００３５】
　ブランク５、５’は、所望に応じて任意のサイズ又は構成で提供することができ、例示
的な一実施形態は、フランジパネル１００とフランジパネル１６０との間の長さが約１３
．７５インチ、フランジパネル１２２、１５２の周縁部分とフランジパネル１２４、１５
４の周縁部分との間の幅が約７．３７５インチ、また、サイドパネル２２、２４の周縁部
分とサイドパネル５２，５４の周縁部分との間の幅が約６．３７５インチであることを含
む。この例では、パネル２０は、折り線２３、２５間の幅が３．６２５インチであり、サ
イドパネル２２は、折り線２３から折り線１２３までの幅が１．３７５インチであり、サ
イドパネル２４は、折り線２５から折り線１２５までの幅が１．３７５インチである。ま
た、この例では、ボトムパネル５０は、折り線５３と折り線５５との間の幅が３．６２５
インチであり、サイドパネル５２は、折り線５３から折り線１５３までの幅が１．３７５
インチであり、サイドパネル５４は、折り線５５から折り線１５５までの幅が１．３７５
インチである。上側フロントパネル１０は、折り線１１と折り線１０１との間の長さが１
．３７５インチであり、トップパネル２０は、折り線１１と折り線２１との間の長さが１
．３７５インチであり、トップリアパネル３０は、折り線２１と線３１との間の長さが１
．３７５インチであり、ボトムリアパネル４０は、線３１と折り線４１との間の長さが１
．３７５インチであり、ボトムパネル５０は、折り線４１と折り線５１との間の長さが３
．６２５インチであり、下側フロントパネル６０は、折り線５１と折り線１６１との間の
長さが１．３７５インチである。フランジパネル１００は、折り線１０１と周縁部分との
間の幅が０．５インチであり、長さが４．３９７インチである。フランジパネル１２２、
１２４、１５２、１５４、１６０の寸法は実質的に同様とすることができる。これらの寸
法は単なる例示的な目的のために提示されており、本明細書に詳述されたブランク、カー
トン又はパッケージに限定するものでは決してない。上述した寸法はそれぞれ、およその
ものとすることができ、±１０パーセント、±２０パーセント、±３０パーセント及び／
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又は任意の他の適した±パーセント等のパーセントだけ、それぞれ変動し得る。
【００３６】
　示されている種々の実施形態のクラムシェルカートンは、トレイ及び蓋を備える、食品
を収容するパッケージを提供する上で有用である。トレイは、折り曲げられる平坦なもの
であるように構成され、消費又は収容の際に食品を載置するプレスマットとして使用する
ことができる。カートンは形状が概ね矩形角柱である。
【００３７】
　本開示によるブランクは、例えば、コート紙の板紙及び同様の材料から形成することが
できる。例えば、ブランクの内面及び／又は外面をクレーコートでコーティングすること
ができる。続いて、クレーコート上に製品、広告、価格コード、及び他の情報又は画像を
印刷することができる。続いて、ブランクに印刷されている任意の情報を保護するために
、ブランクをワニスでコーティングすることができる。ブランクの片面又は両面を、例え
ば防湿層でコーティングすることもできる。上述の実施形態に従って、ブランクは、通常
の紙よりも重く硬質であるような厚さの板紙で構成することができる。ブランクは、ボー
ル紙、硬化紙等の他の材料、又はカートンが少なくとも概ね本明細書に記載されたように
機能できるように適した特性を有する任意の他の材料で構成することもできる。ブランク
は、選択されたパネル又はパネルセクションにおいて、１つ又は複数のシート状材料を積
層又はコーティングすることもできる。
【００３８】
　本開示の上述の実施形態によれば、折り線は、それに沿った折り曲げを容易にする、必
ずしも直線状ではないが実質的に線状の任意の弱化形態とすることができる。本開示の範
囲を狭めるためではないが、より詳細には、折り線は、所望の弱化線に沿って材料に圧潰
部分を作る鈍いスコアリングナイフ等で形成される線等のスコア線、所望の弱化線に沿っ
て材料に部分的に入れ込んだ切れ目、及び／又は所望の弱化線に沿って材料に部分的に入
れ込んだ及び／又は完全に貫通する一連の切れ目、並びにこれらの構成の多様な組み合わ
せを含む。
【００３９】
　一例として、引き裂き線は、所望の弱化線に沿って材料に部分的に入れ込んだスリット
、及び／又は所望の弱化線に沿って材料に部分的に入れ込んだ及び／又は完全に貫通する
一連の離間したスリット、又はこれらの構成の多様な組み合わせを含むことができる。よ
り具体的な例としては、１つのタイプの引き裂き線は、引き裂き線を挟んで材料を通常は
一時的に接続するためにニック（例えば、材料の小さな幾らか橋状の部分）が間に画成さ
れるように、隣接しているスリットを僅かに離間させた、材料を完全に貫通する一連の離
間したスリットの形態である。ニックは、引き裂き時に引き裂き線に沿って破断される。
ニックは典型的に、引き裂き線において比較的僅かな割合を占めるものであり、代替的に
、引き裂き線が連続した切れ目線であるように、ニックが引き裂き線から省かれることが
できるか、又は引き裂き線で引き裂かれることができる。すなわち、引き裂き線のそれぞ
れを連続したスリット等で置き換えることは、本開示の範囲内にある。例えば、本開示か
ら逸脱することなく、切れ目線は、連続したスリットとすることができるか、又はスリッ
トよりも幅広にすることができる。
【００４０】
　上記実施形態は、カートンの実施形態を組み立てる間に糊によって互いに接着される１
つ又は複数のパネルを有するものとして説明されることができる。「糊」という用語は、
カートンパネルを適所に固定するのに一般的に用いられるすべての態様の接着剤を包含す
ることが意図される。
【００４１】
　方向に関する言及（例えば、上側、下側、上方、下方、前方、後方、左、右、左側、右
側、上部、下部、上、下、垂直、水平、時計回り及び反時計回り）は、本開示において理
解し易くするために用いられているのであって、本開示の範囲を限定するためのものでは
ない。したがって、本開示は包括的には、示されている或る特定の構成に関して提示され
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ており、それらの構成に関連する方向に関する言及は単なる例として与えられている。ま
た、本開示の範囲を考慮する上で、本開示の構成のそれぞれは、別個に、種々に組み合わ
せて及び部分的に組み合わせて適用可能とみなされるものとする。
【００４２】
　本開示の上記説明は、多様な例示的な実施形態を例示及び説明する。特許請求の範囲に
記載されているような本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、多様な追加、変更、
変形等がこれらの例示的な実施形態に対してなされることができる。上記説明に含まれて
いるか又は添付図面に示されているすべての事項は、例示目的であって限定的な意味では
ないと解釈すべきであることが意図される。さらに、本開示は、本開示の選択された実施
形態のみを示し、説明しているが、本開示は、多様な他の組み合わせ、変更、及び状況で
用いることが可能であり、本明細書で述べられているような発明概念の範囲内で変形又は
変更を行うことが可能であり、上記教示に相応し、及び／又は関連技術分野の技術若しく
は知識内にある。さらに、各実施形態の或る特定の構成及び特徴を、選択的に置き換えて
、本開示の他の説明された実施形態及び説明されていない実施形態に適用することができ
る。

【図１】 【図２】
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【図５】
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