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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリエステル樹脂をブロー成形した扁平容器であって、長径と短径の比である扁平比が１
．３～２．５であり、容器の胴部の最大肉厚部と最小肉厚部の肉厚比が１．６以下であり
、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における９５℃引張り試験での伸びの差が１５０
％以下であり、容器の胴部の結晶化度が３０％以上であり、容器の胴部の最大延伸部と最
小延伸部におけるＴＭＡ無荷重変化量の差が７５℃と１００℃において５００μｍ以下で
あることを特徴とするポリエステル樹脂扁平容器。
【請求項２】
扁平容器の胴部の断面形状が矩形又は楕円形であることを特徴とする、請求項１に記載さ
れたポリエステル樹脂扁平容器。 
【請求項３】
扁平容器が二段ブロー成形法により成形された二軸延伸容器であることを特徴とする、請
求項１又は請求項２に記載されたポリエステル樹脂扁平容器。
【請求項４】
ポリエステル樹脂がポリエチレンテレフタレートであることを特徴とする、請求項１～請
求項３のいずれかに記載されたポリエステル樹脂扁平容器。
【請求項５】
扁平容器がポリエステル樹脂層及び機能性熱可塑性樹脂層の多層構造からなることを特徴
とする、請求項１～請求項４のいずれかに記載されたポリエステル樹脂扁平容器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリエステル樹脂からなる扁平容器に関し、詳しくは、断面が楕円形または
矩形であって、容器の胴部の肉厚が均一に形成され、耐熱性が高く高温において容器が変
形しないことを特徴とする扁平容器に係わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　ペットボトルなどのポリエステル容器は、優れた機械的強度や透明性あるいは高いガス
遮蔽性や資源再利用性などにより、飲食品用の容器として認可されて以来、非常に需要が
高くなっているが、特に、最近では携帯用の飲料用小型容器として消費者に重用され、ま
た、二段ブロー成形法などの開発によって耐熱耐圧性が著しく改良され、高温の飲料や高
温殺菌を要す飲料用にも使用可能となって、日常における冬季用の携帯高温飲料への消費
者の強い要望にも応えられるようになっている。
【０００３】
　そして、最近の消費者には、飲料ボトルの持ちやすさや複雑形状による審美性から、断
面が矩形のような扁平形状のボトルが好まれ、断面が円形のボトルは滑りやすさによる把
持のし難さや円形の単純形状による美的感のなさなどにより敬遠される傾向にある。
【０００４】
　付加価値性が高くて、需要の非常に高い断面が扁平形状の、ポリエステル樹脂扁平容器
は、予備成形した有底パリソンを断面が扁平の金型内に挿着して吹込みによる成形（ブロ
ー成形）によって製造されるが、扁平形状に成形する際には容器壁の肉厚が不均一になり
がちで、その対策として、例えば、扁平形状の長径方向に延伸される部分よりも短径方向
に延伸される部分のほうが高温となるように、有底コールドパリソンをブロー成形前に加
熱し、あるいは長径方向延伸部分の肉厚を厚く、短径方向延伸部分の肉厚を薄くなるよう
に偏肉形成した有底パリソンを用い、有底パリソンを軸方向に回転させつつその周囲から
放射加熱する、有底コールドパリソンブロー成形法、などにより扁平ボトルが製造されて
いる（特許文献１を参照）。
　この他、ブロー成形により扁平容器を製造する方法はいくつか開示されているが、一般
に、断面が扁平であることによって有底パリソンのキャビティ内での延伸膨張が均一にな
らないために、容器壁の肉厚の均質性が得られ難く、また、短径側の延伸不足による肉溜
りの発生もあり、容器の胴部の肉厚が均一な扁平容器の製造は困難である。肉厚が不均一
になると薄肉部による容器の機械的な強度や耐熱性などの低下が起こり、高温時の容器内
飲料による内圧負荷や温度低下時の内部収縮による外圧負荷に耐えられずに容器の変形が
起こる惧れがある。
【０００５】
　一方、ブロー成形による扁平容器において、ブロー成形法の改良志向とは異なる観点か
ら、扁平容器への特定化や特性の付与などにより、扁平容器における特有の機械的な強度
や耐熱性などの向上を図り、高温時の容器内飲料による内圧負荷や温度低下時の内部収縮
による外圧負荷に耐えて容器の変形が起こる惧れを防ぐ改良提案は未だ殆どなされていず
、単に扁平率（胴部最大長径／胴部最小短径）と肉厚が規定された、ポリオレフィン系射
出ブロー成形扁平容器が示されている程度である（特許文献２を参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１２７２３０号公報（特許請求の範囲及び段落０００５～
０００８）
【特許文献２】特開平１１－１７０３４４号公報（特許請求の範囲の請求項１～３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　段落０００２～０００５に前述した従来技術を踏まえて、本発明者らは、飲料用プラス
チック容器として消費者に非常に好まれ、需要が特に増大している、ブロー成形により得
られるポリエステル樹脂扁平容器において、扁平容器を特定化し特性を付与して、扁平容
器における特有の機械的な強度や耐熱性などの向上を図り、機械的な物性と耐熱性の優れ
た扁平容器を実現せしめることを、発明が解決すべき課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、ブロー成形による扁平容器における上記の発明の課題の解決を目指して
、機械的な強度や耐熱性などに優れた扁平容器を明確に実体化するために、扁平容器にお
ける特定化や特性の付与などを詳しく検討しそれらを具体化するための手法を物性や容器
構造などの多観点から考察して、それらの過程において、扁平性を表す容器の胴部断面の
長径と短径の比（扁平比）及び容器の胴部全体の肉厚の均一性を示す指標である容器の胴
部の肉厚比などが、高温での容器の胴部における伸長性や高温での容器の胴部の熱的な無
荷重変化量あるいは容器の胴部の結晶化度などと関連して、それらが扁平容器の機械的な
強度や耐熱性などに深く関わることを知見することができ、その結果としてそれらの相関
を数値として規定することによって、本願発明を創作するに至った。
【０００９】
　具体的には、上記の扁平比と肉厚比とを実験的に選択して数値範囲として特定化し、高
温での容器の胴部における伸長性の特定化として、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部
における９５℃引張り試験での伸びの差を採用し、高温での容器の胴部の熱的な無荷重変
化量の特定化として、７５℃と１００℃の範囲での容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部
におけるＴＭＡ無荷重変化量の差を選び、さらにそれらの関係を相関化することなどによ
って、機械的な強度や耐熱性などに優れた扁平容器を明確に具現化し実体化することが可
能となった。
【００１０】
　本願発明は、次の発明単位群から構成されるものであって、［１］～［３］の発明を基
本発明とし、それ以下の発明は、基本発明を具体化ないしは実施態様化するものである。
　［１］ポリエステル樹脂をブロー成形した扁平容器であって、長径と短径の比である扁
平比が１．３以上であり、容器の胴部の最大肉厚部と最小肉厚部の肉厚比が１．６以下で
あり、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における９５℃引張り試験での伸びの差が１
５０％以下であることを特徴とするポリエステル樹脂扁平容器。
　［２］ポリエステル樹脂をブロー成形した扁平容器であって、長径と短径の比である扁
平比が１．３以上であり、容器の胴部の最大肉厚部と最小肉厚部の肉厚比が１．６以下で
あり、容器の胴部の結晶化度が３０％以上であり、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部
におけるＴＭＡ無荷重変化量の差が７５℃と１００℃において５００μｍ以下であること
を特徴とするポリエステル樹脂扁平容器。
　［３］ポリエステル樹脂をブロー成形した扁平容器であって、長径と短径の比である扁
平比が１．３以上であり、容器の胴部の最大肉厚部と最小肉厚部の肉厚比が１．６以下で
あり、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における９５℃引張り試験での伸びの差が１
５０％以下であり、容器の胴部の結晶化度が３０％以上であり、容器の胴部の最大延伸部
と最小延伸部におけるＴＭＡ無荷重変化量の差が７５℃と１００℃において５００μｍ以
下であることを特徴とするポリエステル樹脂扁平容器。
　［４］扁平容器の胴部の断面形状が矩形又は楕円形であることを特徴とする、［１］～
［３］のいずれかにおけるポリエステル樹脂扁平容器。　
　［５］扁平容器が二段ブロー成形法により成形された二軸延伸容器であることを特徴と
する、［１］～［４］のいずれかにおけるポリエステル樹脂扁平容器。
　［６］ポリエステル樹脂がポリエチレンテレフタレートであることを特徴とする、［１
］～［５］のいずれかにおけるポリエステル樹脂扁平容器。
　［７］扁平容器がポリエステル樹脂層及び機能性熱可塑性樹脂層の多層構造からなるこ
とを特徴とする、［１］～［６］のいずれかにおけるポリエステル樹脂扁平容器。



(4) JP 4721138 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【００１１】
　本願発明における扁平容器は、機械的な強度と耐熱性に優れ、高温においても容器の形
状が安定し、高温時の容器内飲料による内圧負荷や温度低下時の内部収縮による外圧負荷
に耐えられずに容器の変形が起こる惧れがない。
　したがって、当扁平容器は、高温飲料用容器あるいは高温殺菌飲料容器として特に優れ
たものであり、他に、食品一般や医薬品用としても好適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下においては、前述した本願発明群の発明の実施の形態を、図面を参照しながら、具
体的に詳しく説明する。
（１）扁平容器
　図３～図４に示すように本願発明の扁平容器は、好ましくは口部を除き、容器の断面が
矩形や楕円形などの扁平形状を有す容器である。図３～図４において、扁平容器における
、正面図と側面図及び矢視図などの外観図並びに断面図が図示されている。
　扁平形状により、消費者の手指の把持による飲料ボトルの持ちやすさに優れ、使用時に
容器表面が濡れていても滑らず、また、複雑形状による審美性をも有す。
【００１３】
（２）ポリエステル樹脂をブロー成形した扁平容器
　本願発明の特定化された扁平容器は、ポリエステル樹脂から予備成形された有底パリソ
ンをブロー成形することにより製造されるものである。
　なお、本願の発明者らは、本願発明の創作より先に、肉厚が均一であり、機械的な強度
と耐熱性に優れ、高温においても容器の形状が安定する扁平容器を製造するための、扁平
容器のブロー成形方法の発明を案出して、先に出願しているので（特願２００３－３１４
８５１）、本願発明の扁平容器の成形には、容器壁の肉厚を均一に成形し所望の扁平容器
を製造するために、好ましくはこの先願発明に係るブロー成形法を援用することができる
。
【００１４】
　具体的には、予め形成した横断面の肉厚が均一で断面が略円形の有底パリソンを１次ブ
ロー成形して、２次ブロー成形のための金型の短径（扁平容器の短径に相当）よりも、径
が大きい円形有底パリソンに延伸し、一方、成形品の扁平容器の断面形状のキャビティを
有す金型を準備し、この有底延伸パリソンを２次ブロー成形のための当金型のキャビティ
内に収容しキャビティの短径方向に有底延伸パリソンを扁平状に押圧して型締めして、２
次ブロー成形を行う。その結果、キャビティの短径側よりも長径側に有底延伸パリソンの
断面が長くなって有底パリソンが収納され、有底パリソンが扁平状に押圧変形し、２次ブ
ロー成形すると、形成される扁平容器の短径側と長径側との肉厚が均一に、あるいは充分
に均一になる。結果として、二軸延伸の二段ブローを行うこととなり、これによって、有
底パリソンの延伸や結晶化が充分に行われるようになり、扁平容器の耐熱性と耐圧性が著
しく改良されるという副次的な作用も伴う。
【００１５】
　有底パリソンの１次ブローは、ブロー後の形状安定のために金型を使用しているが、経
済面からして、金型を用いないフリーブローで行ってもよい。
　１次ブローの横延伸倍率は３～５倍、縦延伸倍率は２～４倍まで上げることができ、結
晶の高配向と延伸の均質化がもたらされる。また、短径側の延伸倍率（容器の短径／プリ
フォームの中心径）は２．５倍程度に抑えることもできる。１次ブローの金型温度条件は
、ＰＥＴにおいては１５０℃程度とされ、フリーブローでは空冷により冷却する。ブロー
成形は、成形品の物性を高めるために、二軸延伸の二段ブロー法が好ましい。
　なお、一般に容器の口部は延伸されないので、別途に加熱結晶化して強度と耐熱性を向
上させる。
　本願発明の特定化された扁平容器は、好適には以上の段落００１３～００１５に記載し
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たような方法によって、ポリエステル樹脂から予備成形された有底パリソンをブロー成形
することにより製造されるものであり、以下に記載した扁平比や肉厚比などの諸特性は、
成形条件などの設定により、また後記する各実施例においてなされているように、適宜に
付与されるものである。
【００１６】
（３）扁平比
　扁平性を表す容器の胴部断面の長径と短径（共に外径）の比であり、容器の扁平性の指
標となる扁平率を表す。具体的には、図３～図４に示す扁平性を有す容器において、容器
（１，１０１）の胴部（２，１０２）の水平断面（Ｂ－Ｂ，Ｄ－Ｄ）における長径（６，
１０６）と短径（７，１０７）の比で表示される。
　本願発明においては、扁平比が、容器の胴部の肉厚比などと共に、高温での容器の胴部
における伸長性及び高温での容器の胴部の熱的な無荷重変化量あるいは容器の胴部の結晶
化度などと関連して、扁平容器の機械的な強度や耐熱性などに深く関わるので、扁平比は
実験データ（後記の表１に掲示）からして１．３以上であることが必要であり、この数値
規定は、消費者の手指の把持による飲料ボトルの持ち易さ、及び複雑形状による審美性を
ももたらす。
【００１７】
（４）容器胴部の肉厚比
　容器の胴部の肉厚比は、容器の胴部全体の肉厚の均一性を示す指標であり、数値１によ
り近いほうが肉厚が全体的に均一となり好ましく、容器首部及び接地部を除く容器胴部の
断面の最大肉厚部と最小肉厚部の肉厚比として示される。
　肉厚比は、扁平比と同様に、高温での容器の胴部における伸長性及び高温での容器の胴
部の熱的な無荷重変化量あるいは容器の胴部の結晶化度などと関連して、扁平容器の機械
的な強度や耐熱性などに深く関わるので、実験データ（後記の表１に掲示）からして１．
６以下であることが必要である。
【００１８】
（５）高温での伸びの差
　高温での伸びの差は、扁平容器の機械的な強度や耐熱性などに深く関わるので、具体的
には、容器の胴部の最大延伸部（柱部）と最小延伸部（パネル中央部）における９５℃引
張り試験での伸びの差を採用する。段落００２５に後記する実験法により算出され、実験
データ（後記の表１に掲示）からして１５０％以下であることが必要である。
　最大延伸部と最小延伸部での伸びの差が１５０％以下であると、収容内容物を９５℃程
度の高温で充填しても形状的に安定しており、従来の扁平容器のように形状が変形して歪
むことはない。
【００１９】
（６）結晶化度
　扁平容器の胴部の結晶性を示す指標（単位：％）であり、扁平比などと共に、扁平容器
の機械的な強度や耐熱性などに関わるので、実験データ（後記の表１に掲示）からして３
０％以上であることが必要である。
　結晶化度は特に容器の耐熱性の向上に必須の数値であり、段落００２４に後記する実験
計算式により算出される。
【００２０】
（７）無荷重変化量の差
　扁平容器の無荷重変化量の差は、高温での伸びの差と共に、扁平容器の機械的な強度や
耐熱性などに深く関わるので、具体的には、７５℃と１００℃の範囲での容器の胴部にお
ける最大延伸部と最小延伸部のＴＭＡ（熱機械分析）無荷重変化量の差を採用する。段落
００２６に後記する実験法により算出され、実験データ（後記の表１に掲示）からして５
００μｍ以下であることが必要である。
　ＴＭＡ無荷重変化量の差は、特に耐熱性の評価を示し、５００μｍ以下であると、収容
内容物を９５℃程度の高温で充填しても形状的に安定しており、従来の扁平容器のように



(6) JP 4721138 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

形状が変形して歪むことはない。
　扁平容器は、容器の胴部における最大延伸部と最小延伸部の延伸倍率又は二次加工量が
異なるため、柱部とパネル部の耐熱性が異なり、収容内容物を高温で充填するとパネル部
が出っ張り耐熱性が不良となる傾向があるが、この規定を満たす本願発明の扁平容器は、
従来法のものに比べて、最大延伸部と最小延伸部の配向状態の差が小さくて耐熱性に優れ
ており、収容内容物を高温で充填してもパネル部が出っ張ることはない。
【００２１】
（８）ポリエステル樹脂材料
　扁平容器の樹脂材料はポリエステル樹脂であり、ポリ乳酸なども例示できるが、機械的
強度と耐熱性を考慮し、主として通常のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）が使用さ
れる。ポリエチレンテレフタレートは、主たる繰り返し単位がエチレンテレフタレートで
あり、好ましくは、酸成分の９０モル％以上がテレフタル酸で、グリコール成分の９０モ
ル％以上がエチレングリコールである結晶性の樹脂を使用する。このＰＥＴの他の酸成分
としてはイソフタル酸やナフタリンジカルボン酸など、他のグリコール成分としてはジエ
チレングリコール、１，４‐ブタンジオール、シクロヘキサンジメタノールやプロピレン
グリコールなどが例示できる。
　容器を構成する樹脂には酸素吸収性ないしは酸素遮蔽性などの機能性樹脂をブレンドす
ることもできる。また、用途に応じて、通常の着色剤や紫外線吸収剤あるいは酸化防止剤
や抗菌剤などの各種の添加剤を適宜に配合してもよい。
【００２２】
（９）多層材料
　本願発明は、扁平容器がポリエステル樹脂層及び機能性熱可塑性樹脂層の多層構造から
なることを特徴とするポリエステル樹脂扁平容器をも対象とし、そのために、本願発明に
おいては、適宜に多層材料である積層有底パリソンを使用もでき、例えば、ポリアミドや
エバールなどと積層すると酸素遮蔽性が向上する。また、酸素吸収層を中間層に設けて酸
素吸収性を向上させてもよい。酸素吸収層に用いる酸化可能有機成分はポリエンから誘導
される重合体が好ましい。かかるポリエンとしては、炭素原子数４～２０のポリエン、鎖
状又は環状の共役又は非共役ポリエンから誘導された単位を含む樹脂が好適に使用される
。
【実施例】
【００２３】
　以下において、実施例によって、比較例を対照して図面を参照しながら、本願発明をよ
り詳細に具体的に示すが、以下の実施例と比較例は、本願発明の好ましい実施の態様を例
示し本願発明をより明瞭に説明し、さらに本願発明の構成要件の合理性を実証するための
ものである。
【００２４】
［測定法］
　１．）結晶化度の測定
　扁平容器の胴部より試験片を切り出し、密度勾配管法により試験片の密度ρ（ｇ／ｃｍ
３）を求める。結晶化度は次式により計算する。
　　　結晶化度（％）＝｛ρｃ（ρ－ρａ）／ρ（ρｃ－ρａ）｝×１００
　　　　　ρｃ：結晶密度（１．４５５ｇ／ｃｍ３）
　　　　　ρａ：非晶密度（１．３３５ｇ／ｃｍ３）
【００２５】
　２．）９５℃引張り試験伸び量差の測定
　図３に示すように扁平容器の胴部の同一高さ上での最大延伸部（柱部）９と最小延伸部
（パネル中央部）１０より縦（高さ）方向に切り出した５×４０ｍｍの短冊状試験片を、
９５℃の恒温器の中で引張り試験を行う。その２箇所の最大の伸びの差を９５℃引張り伸
び量の差とする。
　なお、チャック間距離を１０ｍｍ、クロスヘッドスピードを１０ｍｍ／分で測定し、チ



(7) JP 4721138 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

ャック間距離をＬ０、サンプルの伸びた距離をΔＬとして、伸び（％）＝（ΔＬ／Ｌ０）
×１００で表示した。
　装置は、（株）オリエンテック社製テンシロン万能試験機ＵＣＴ－５００を使用した。
　なお、図１に９５℃引張り試験伸び量差の測定結果の例を表すグラフ図を例示する。図
１においては、最大延伸部と最小延伸部における最大の伸び量の差は、３８９－３３３＝
５６％となる。
【００２６】
　３．）ＴＭＡ無荷重変化量の差の測定
　図３に示すように扁平容器の胴部の同一高さ上での最大延伸部（柱部）９と最小延伸部
（パネル中央部）１０より縦（高さ）方向に切り出した５×４０ｍｍの短冊状試験片を、
ＴＭＡ（熱機械分析法）により測定する。その２箇所の変化量の差をＴＭＡ無荷重変化量
の差とする。
　なお、ＴＭＡ無荷重変化量の差の測定方法としては、試験片にかける応力を０とし、チ
ャック間距離を２０ｍｍ、室温から１００℃まで昇温速度５℃／分にて測定する。変化量
の数値化はガラス転移温度付近の７５℃を起点とし１００℃までの変化量にて算出する。
装置は、セイコーインスツルメンツ（株）社製のＤＭＳ－６１００を使用した。
　なお、図２にＴＭＡ無荷重変化量の差の測定結果の例を表すグラフ図を例示する。図２
より、７５℃を基準として１００℃になったときの最大延伸部と最小延伸部の変化量の差
を表わすと、４２－（－６８）＝１１０μｍとなる。（実施例－１に相当）
【００２７】
　４．）耐熱性評価方法
　扁平容器に８７℃の熱水充填を行い、密栓後さらに７５℃温水シャワーを５分間行い、
容器の変形の有無を目視にて評価した。（○：変形無し　×：変形有り）
【００２８】
［実施例－１］
　市販のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を使用して、外径２２ｍｍ，厚さ３．４
ｍｍ，高さ８０ｍｍの有底パリソンを予備成形し、フリーブローにより加熱空気を吹き込
んで、外径９０ｍｍに１次延伸ブローした。
　１次ブローした有底パリソンを、６００℃のオーブン内で８秒間収縮固定して、外径６
０ｍｍの収縮有底パリソンとした。
　２次ブロー用金型（１４０℃に設定）の断面矩形のキャビティ（断面：短径５０ｍ，長
径６６ｍｍ）内に、収縮有底パリソンを短径方向に押し潰して収納した。
　押し潰して変形された収縮有底パリソン内に、２０℃，３ＭＰａの空気を送入して２次
ブロー成形を行い、断面が矩形の扁平比１．３の扁平容器を成形した。
　この扁平容器の胴部の結晶化度、容器の断面の最大肉厚部と最小肉厚部の肉厚比、容器
の胴部の最大延伸部と最小延伸部における９５℃引張り試験での伸び量差、及び容器の胴
部の最大延伸部と最小延伸部における７５℃と１００℃の範囲でのＴＭＡ無荷重変化量の
差の測定結果を表１に示す。
　表１に記載された数値のとおり、各比較例に比して、容器の胴部の周方向肉厚比が小さ
く、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における物性差が小さく、したがって、耐熱性
も良好であり機械的な強度も充分なものであった。
【００２９】
［実施例－２］
　１次ブロー成形をフリーブローでなく１次ブロー用金型を使用し、２次ブロー用金型と
して断面楕円形のキャビティ（断面：短径４７ｍｍ，長径７０ｍｍ）を使用した以外は、
実施例－１と同様に行い、断面が楕円形の扁平比１．５の扁平容器を成形した。
【００３０】
［実施例－３］
　１次ブロー成形をフリーブローでなく１次ブロー用金型を使用し、２次ブロー用金型と
して断面矩形のキャビティ（断面：短径４０ｍｍ，長径８０ｍｍ）を使用した以外は、実
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【００３１】
［実施例－４］
　１次ブロー成形をフリーブローでなく１次ブロー用金型を使用し、２次ブロー用金型と
して断面矩形のキャビティ（断面：短径３６ｍｍ，長径９０ｍｍ）を使用した以外は、実
施例－１と同様に行い断面が矩形の扁平比２．５の扁平容器を成形した。
　実施例２～４で成形した扁平容器の胴部の結晶化度、容器の断面の最大肉厚部と最小肉
厚部の肉厚比、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における９５℃引張り試験での伸び
量の差、及び容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における７５℃と１００℃の範囲での
ＴＭＡ無荷重変化量の差の測定結果を表１に示す。
　実施例２～４は、表１に記載された数値のとおり、各比較例に比して、容器の胴部の周
方向肉厚比が小さく、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における物性差が小さく、し
たがって、耐熱性も良好であり機械的な強度も充分なものであった。　
【００３２】
［比較例－１］
　実施例－１で用いたものと同じ予備成形有底パリソンを使用して、予備有底パリソンを
１次ブロー用金型で延伸して、収縮有底パリソンを短径方向に押し潰さない大きさで金型
に収納して、実施例－１で用いたものと同じ２次ブロー用の金型を使用して、同じブロー
条件にてブロー成形を行い、断面が矩形の扁平比１．３の扁平容器を成形した。
【００３３】
　［比較例－２］
　実施例－１で用いたものと同じ予備成形有底パリソンを使用して、予備有底パリソンを
１次ブロー用金型で延伸して、収縮有底パリソンを短径方向に押し潰さない大きさで金型
に収納して、実施例－３で用いたものと同じ２次ブロー用の金型を使用して、同じブロー
条件にてブロー成形を行い、断面が矩形の扁平比２．０の扁平容器を成形した。
　比較例１～２で成形した扁平容器の胴部の結晶化度、容器の断面の最大肉厚部と最小肉
厚部の肉厚比、容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における９５℃引張り試験での伸び
量差、及び容器の胴部の最大延伸部と最小延伸部における７５℃と１００℃の範囲でのＴ
ＭＡ無荷重変化量の差の測定結果を表１に示す。
　各比較例は、表１に記載された数値のとおり、容器の胴部の周方向肉厚比及び容器の胴
部の最大延伸部と最小延伸部における物性差が大きく、したがって、耐熱性及び機械的な
強度が劣るものであった。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
［各実施例と各比較例の結果の考察］
　各実施例及び各比較例を対比することにより、本願発明における、扁平比や肉厚比ある
いは９５℃引張り試験伸び量の差及びＴＭＡ差などの構成要件を満たす扁平容器であれば
、耐熱性が優れていることが明確となっている。
　各実施例では、最大延伸部と最小延伸部の高温での伸びの差が各比較例に比べて小さく
、また、ＴＭＡ無荷重変化量の差も、各比較例に比べて小さく、耐熱性に優れて、収容内
容物を高温で充填しても形状的に安定しており、従来の扁平容器のように形状が変形して
歪むことはない。
　したがって、本願発明の各構成の要件における有意性及び合理性が実証されている。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】９５℃引張り試験伸び量の差の測定結果の例を示すグラフ図である。
【図２】ＴＭＡ無荷重変化量の差の測定結果の例を示すグラフ図である。
【図３】本願発明の矩形型ポリエステル樹脂扁平容器と測定サンプル採取箇所を示す、外
観図及び断面図である。
【図４】本願発明の楕円型ポリエステル樹脂扁平容器を示す、外観図及び断面図である。
【符号の説明】
【００３７】
１，１０１　　ポリエステル樹脂扁平容器
２，１０２　　容器胴部
３，１０３　　容器底部
４，１０８　　容器首部
５，１０５　　容器肩部
６，１０６　　容器胴部長径
７，１０７　　容器胴部短径
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８，１０４　　容器口部
９　　最大延伸部（柱部）測定サンプル採取位置
１０　　最小延伸部（パネル中央部）測定サンプル採取位置

【図１】 【図２】
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