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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状の形状を基体とした胴部(4)の上端部と下端部に周溝(8，8)を形成し、前記胴部(
4)の中央高さ方向で且つ前記周溝(8，8)と隣接する位置に前記胴部(4)の一部である環状
部(9，9)を残存形成し、上端部若しくは下端部のいずれか一方の位置に、胴径を前記環状
部(9)から中央高さ方向に向けてテーパー状に縮径させたテーパー部(6)を設け、該テーパ
ー部(6)の最縮径部分を前記胴部(4)のウエスト部(7)とすると共に、前記上端部側の環状
部(9)と前記下端部側の環状部(9)の間で且つ前記テーパー部(6)を除いた残りの前記胴部(
4)の高さ範囲内に、周囲を段部(10)で囲うようにして複数の減圧吸収パネル(12)を陥没状
に周方向に並列形成したことを特徴とする合成樹脂製丸形ボトル。
【請求項２】
　テーパー部(6)の高さ寸法を胴部(4)の高さ寸法の１５％以下とし、該テーパー部(6)に
おける縮径の程度を最小径が最大径の７５～９５％の範囲になるようにした請求項１記載
の合成樹脂製丸形ボトル。
【請求項３】
　減圧吸収パネル(12)を、一定方向に傾斜した傾斜パネル(12a)とした請求項１または２
記載の合成樹脂製丸形ボトル。
【請求項４】
　テーパー部(6)を上端部側の周溝(8)の胴部(4)中央高さ位置側に配設するようにした請
求項１、２または３記載の合成樹脂製丸形ボトル。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、胴部に、複数の減圧吸収パネルを周方向に陥没状に並列形成したポリエチレ
ンテレフタレート（以下ＰＥＴと記す。）樹脂製２軸延伸ブロー成形ボトルに代表される
合成樹脂製丸形ボトルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ポリエチレンテレフタレート（以下ＰＥＴと記す。）樹脂製等の合成樹脂製壜体は水、
スポーツ飲料水、お茶、ジュース等の飲料用として幅広く使用されている。図３はこのよ
うな用途に従来から使用されている丸形ボトルを示すものである。この丸形ボトル１は円
筒状の形状を基体とした胴部４の上に、肩部３を介して口筒部２を起立設したものであり
、周囲を段部１０で囲うようにして、柱部１１を残して、複数の減圧吸収パネル１２を陥
没状に周方向に並列形成するように構成したものである。内容液を殺菌の目的で８０～９
０℃程度の高温で充填する用途では、充填後の内容液の温度の低下に伴ない内部が減圧状
態となるので、この減圧吸収パネル１２が減圧状態における胴部４の局所的な陥没状の変
形を、防いだり、外観的に目立たないようにすると云う機能、所謂、減圧吸収機能を発揮
する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記したような丸形ボトルにおいて、丸形ボトルとしての外観や、減圧吸収
機能を保持しながら、全体としてスリムな印象を現出できる形状を創出すことを課題とし
、もって従来にない差別化した形状の合成樹脂製丸形ボトルを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記技術的課題を解決する本発明の内、請求項１記載の発明の手段は、
　円筒状の形状を基体とした胴部の上端部と下端部に周溝を形成したこと、
　胴部の中央高さ方向で且つ周溝と隣接する位置に胴部の一部である環状部を残存形成し
たこと、
　上端部若しくは下端部のいずれか一方の位置に、胴径を環状部から中央高さ方向に向け
てテーパー状に縮径させたテーパー部を設けたこと、
　テーパー部の最縮径部分を胴部のウエスト部とすること、
　上端部側の環状部と下端部側の環状部の間で且つテーパー部を除いた残りの胴部の高さ
範囲内に、周囲を段部で囲うようにして複数の減圧吸収パネルを陥没状に周方向に並列形
成すること、
にある。
【０００５】
　従来、ボトルに全体としてスリムな印象（以下、スリム感と記す。）を現出させる場合
には、胴部の上端部と下端部の双方から胴径を縮径した（絞り込んだ）ウエスト部を胴部
の略中央高さ位置に形成するようにしていたが、これではウエスト部が減圧吸収パネルに
形成されてしまうことになり、減圧吸収パネルが上下に分断されて、減圧吸収機能が十分
発揮できない、更には外観が損なわれる等の問題が生じる。
【０００６】
　そこで、請求項１記載の上記構成によれば、テーパー部を胴部の上端部か下端部に設け
、それによりウエスト部を形成するので、テーパー部を除いた十分な高さ範囲において減
圧吸収パネルを分断せずに配設可能であり、減圧吸収機能を十分発揮させることができる
。
【０００７】
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　また、テーパー部では比較的急な角度でテーパーが形成されるので、ウエスト部近傍に
指先を当てることにより、ボトルの滑りを防止することができ、しっかりと掴持すること
ができる。
【０００８】
　なお、テーパー部は、胴壁に減圧吸収パネルに係る凹凸が形成されていないことと相俟
って、限られた高さ範囲で比較的急な傾斜であるので、テーパー形状を明確に認識せしめ
ることができ、胴部の上端部、若しくは下端部近傍に形成しても、十分にスリム感を現出
することが可能となる。
【０００９】
　また、たとえばテーパー部を胴部の上端部に設ける場合には、ウエスト部は胴部の上端
部に形成されることになるが、この場合には、胴部は上端部からウエスト部にかけてテー
パー部を介して縮径すると共に、下端部からウエスト部にかけても緩やかにではあるがテ
ーパー状に縮径しており、減圧吸収パネルはこのテーパー状の部分に形成されることにな
るが、ウエスト部から胴部下端部へ一方向に縮径する部分であるので、減圧吸収パネルの
減圧吸収機能を損なうことがない。
【００１０】
　請求項２記載の発明の手段は、請求項１記載の発明において、テーパー部の高さ寸法を
胴部の高さ寸法の１５％以下とし、このテーパー部における縮径の程度を最小径が最大径
の７５～９５％の範囲になるようにすること、にある。
【００１１】
　請求項２記載の上記構成により、テーパー部の高さ寸法を大きくとれば、スリム感を強
調することができるが、その分、減圧吸収パネルの形成可能な高さ範囲が狭くなるので、
減圧吸収機能を十分に発揮せしめるようにテーパー部の高さ寸法を胴部の高さ寸法の１５
％以下とすることが好ましい。また、このテーパー部における縮径の程度は、現出できる
スリム感と壜体の容量に対する影響を考慮して最小径が最大径の７５～９５％の範囲にな
るようにすることが好ましい。
【００１２】
　請求項３記載の発明の手段は、請求項１または２記載の発明において、減圧吸収パネル
を、一定方向に傾斜した傾斜パネルとすること、にある。
【００１３】
　請求項３記載の上記構成により、減圧吸収パネルを傾斜パネルとすることにより、ボト
ル内の減圧発生に伴う、傾斜パネルの内方への湾曲陥没変形に加えて、傾斜パネルを設け
た胴部部分の捻れ変形に伴う縮径変形により、より大きな減圧吸収機能を発揮せしめるこ
とができ、テーパー部を設けたことによる減圧吸収パネルの配設可能な高さ範囲の減少を
十分に補完することが可能となる。
【００１４】
　請求項４記載の発明の手段は、請求項１、２または３記載の発明において、テーパー部
を上端部側の周溝の胴部中央高さ位置側に配設するようにすること、にある。
【００１５】
　請求項４記載の上記構成により、減圧時における減容変形の進展を胴部の上端部と下端
部に形成した周溝により効果的に止めることができ、丸形ボトルとしての外観や、生産ラ
イン適正等の機能を損なうことなく確保、維持することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、上記した構成となっているので、以下に示す効果を奏する。
　請求項１記載の発明にあっては、テーパー部を胴部上端部か下端部に設け、それにより
ウエスト部を形成するので、テーパー部を除いた十分な高さ範囲において減圧吸収パネル
を上下に分断することなく配設可能であり、減圧吸収機能を十分発揮させることができる
。
【００１７】
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　また、テーパー部は、胴壁に減圧吸収パネルに係る凹凸が形成されていないことと相俟
って、限られた高さ範囲で比較的急な角度でテーパーが形成されるので、テーパー形状を
明確に認識せしめることができ、胴部の上端部、若しくは下端部近傍に形成しても、十分
にスリム感を現出することができる。
【００１８】
　また、テーパー部では比較的急な角度でテーパーが形成されるので、ウエスト部近傍に
指先を当てることにより、ボトルの滑りを防止することができ、しっかりと掴持すること
ができる。
【００１９】
　請求項２記載の発明にあっては、テーパー部の高さ寸法を胴部の高さ寸法の１５％以下
とすることにより、減圧吸収機能を十分に発揮させることができ、またテーパー部の縮径
の程度を７５～９５％の範囲とすることにより、壜体の容量の減少を心配することなくス
リム感を現出することができる。
【００２０】
　請求項３記載の発明にあっては、減圧吸収パネルを傾斜パネルとすることにより、減圧
に伴なう捻れ変形による縮径変形により、より大きな減圧吸収機能を発揮せしめることが
でき、テーパー部を設けたことによる減圧吸収パネルの配設可能な高さ範囲の減少を十分
に補完することが可能となる。
【００２１】
　請求項４記載の発明にあっては、減圧時における減容変形の進展を胴部の上端部と下端
部に形成した周溝により効果的に止めることができ、丸形ボトルとしての外観や、生産ラ
イン適正等の機能を損なうことなく確保、維持することができる。
　また、下の環状部の直上から、テーパー部の最縮径部にかけての胴部部分が、緩やかな
テーパー状に縮径しており、胴部全体として、ウエスト部が形成されスリム感を現出する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態を、実施例に沿って図面を参照しながら説明する。
図１は本発明の合成樹脂製丸形ボトルの第１実施例の全体正面図である。本実施例のボト
ル１はＰＥＴ樹脂製の２軸延伸ブロー成形品であり、高さが２１５ｍｍ、胴部４外径が６
６ｍｍで通称容量が５００ｍｌのものである。
また、このボトル１は円筒形状を基体とした胴部４と、この胴部４の上端に、略半球弧壁
状の肩部３を介して、外周面に螺条とネックリングとを設けて連設された、円筒状の口筒
部２と、胴部４の下端に、底壁中央部をボトル内方に陥没させて連設された底部５とから
構成されている。
【００２３】
　胴部４の上端と下端に周リブとしての機能を発揮する周溝８が形成されており、上下の
周溝８の直下、直上には胴部４の基体となる円筒状部分である、環状部９が残存形成され
ている。そして、上の環状部９の直下に、中央高さ方向（本実施例では下方）に向けて縮
径させたテーパー部６を設けている。
【００２４】
　そして、下の環状部９の直上から、テーパー部６の最縮径部（本実施例では下端）にか
けての胴部４部分は、緩やかなテーパー状に縮径しており、胴部４全体として、ウエスト
部７が形成されスリム感を現出するようにしている。
【００２５】
　そしてまた、この下の環状部９の直上から、ウエスト部７にかけて上方に向かって緩や
かなテーパー状に縮径した胴部４部分には、段部１０で囲むように、右上がりに傾斜して
、陥没状に６ケの傾斜パネル１２ａ（減圧吸収パネル１２）が周方向に並列形成されてい
る。そして、隣接する傾斜パネル１２ａの間に同じく右上がりに傾斜した６ケの柱部１１
が残存形成されている。
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【００２６】
　ここで、このテーパー部６は、胴壁に傾斜パネル１２ａに係る凹凸が形成されていない
ことと相俟って、限られた高さ範囲で比較的急な傾斜であるので、テーパー形状を明確に
認識せしめることができ、ウエスト部７が胴部４の中央高さ位置でなく、胴部４の上端部
に形成されているのにも拘わらず、十分にスリム感を現出することができる。
【００２７】
　本実施例ではテーパー部６の高さ寸法は１０ｍｍで、胴部４の高さ寸法（１３４ｍｍ）
の７．５％としているが、このようなテーパー部６の付設にかかわらず、傾斜パネル１２
ａにより、効率的に、そして十分に減圧吸収機能が発揮される。また、このテーパー部６
における縮径の程度は、最小径が最大径の８９％となるようにしている。
【００２８】
　また、本実施例ではウエスト部７近傍に指先を当てるようにすれば、テーパー部６が滑
り止めの機能を発揮するので、しっかりとボトル１を掴持することができる。
【００２９】
　なお、本実施例の傾斜パネル１２ａにおいて、４ケの角部１３のうち、鋭角を形成する
上部右側の角部１３ＵＲと下部左側の角部１３ＬＬには、円弧状に角取された形状に沿っ
て、段部１０の立ち上がり基端部に隣接して凹溝１５を形成している。
ここで、減圧状態の応力解析によると、本実施例のように傾斜パネル１２ａと傾斜した柱
部１１で減圧吸収機能部分を構成する丸形ボトルでは、減圧度が大きくなると、胴部４が
この傾斜した柱部１１に沿うように捻じれ変形し胴部４が縮径変形して効果的な減圧吸収
機能が発揮される一方で、その際に柱部１１にその傾斜方向に沿って大きな引張応力が作
用すると共に、特に上記した鋭角を形成する角部（１３ＵＲ、１３ＬＬ）近傍で比較的大
きな応力集中が発生し、局所的に壁が屈曲するようにして座屈変形が発生する傾向にある
が、このような変形に対しては凹溝１５が補強効果を発揮し、座屈変形の発生を効果的に
抑制することができる。
【００３０】
　次に、図２は本発明の合成樹脂製丸形ボトルの第２実施例の全体正面図である。このボ
トル１は、テーパー部６を胴部４の下端部に設けた点を除いて、図１に示される第１実施
例のボトルと同様のものであり、このようにウエスト部７を下端部に形成するようにして
も、十分にスリム感を現出することができると共に、十分な減圧機能を有するボトルとす
ることができる。
【００３１】
　以上、実施例に沿って本発明の実施の形態、およびその作用効果を説明したが、本発明
は上記実施例に限定されるものではない。例えばテーパー部６の高さ範囲、縮径の程度は
、どの程度のスリム感を現出するか、要求される減圧吸収機能を考慮しながら決めること
ができるものである。また、減圧吸収パネルの形状は傾斜パネルに限定されるものではな
く、図３中に示される垂直状のパネルとすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　以上説明したように本発明の合成樹脂製丸形ボトルは、減圧吸収機能を損なうことなく
、ウエスト部の形成によりスリム感を現出した丸形ボトルとして幅広い用途展開が期待さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明のボトルの第１実施例を示す全体正面図である。
【図２】本発明のボトルの第２実施例を示す全体正面図である。
【図３】従来のボトルの一例を示す全体正面図である。
【符号の説明】
【００３４】
１　；ボトル
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２　；口筒部
３　；肩部
４　；胴部
５　；底部
６　；テーパー部
７　；ウエスト部
８　；周溝
９　；環状部
１０；段部
１１；柱部
１２；減圧吸収パネル
１２ａ；傾斜パネル
１３；角部
１３ＵＲ、１３ＬＬ；角部
１５；凹溝

【図１】 【図２】



(7) JP 4978907 B2 2012.7.18

【図３】



(8) JP 4978907 B2 2012.7.18

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭６０－１７９６０５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０００－０６２７４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平６－５９２０７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平８－１３３２６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００５／０２６９２８４（ＵＳ，Ａ１）　　
              実開昭６３－６７４１０（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６５Ｄ　　　１／００　　　　
              Ｂ３２Ｂ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

