
JP 6041980 B2 2016.12.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の容器を保持するカートンであって、
　少なくとも部分的に前記カートンの内側の周囲に延在し、トップパネルを含む複数のパ
ネルと、
　前記複数のパネルのそれぞれのパネルにそれぞれ折り曲げ可能につながっている複数の
端部フラップであって、前記複数の端部フラップは、互いに対して少なくとも部分的に重
なり、それにより少なくとも部分的に前記カートンの閉鎖端部を形成し、前記複数の端部
フラップは、前記トップパネルに折り曲げ可能につながっているトップ端部フラップを含
む、複数の端部フラップと、
　中央パネルと、前記中央パネルに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強
端部パネルとを有する補強インサートであって、前記トップパネルは少なくとも部分的に
前記中央パネルに重なり、前記トップ端部フラップは少なくとも部分的に前記少なくとも
１つの補強端部パネルに重なり、少なくとも１つの補強端部フラップが前記少なくとも１
つの補強端部パネルに折り曲げ可能につながっている、補強インサートと、
　少なくとも、前記トップ端部フラップの第１のハンドル機能部と、前記少なくとも１つ
の補強端部パネルの第２のハンドル機能部と、前記少なくとも１つの補強端部フラップの
第３のハンドル機能部とを有するハンドルであって、前記第２のハンドル機能部は、前記
第１のハンドル機能部に概ね位置合わせされ、前記第３のハンドル機能部は、前記第１の
ハンドル機能部及び前記第２のハンドル機能部に位置合わせされ、前記第２のハンドル機
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能部は、前記少なくとも１つの補強端部パネルのハンドル開口を含み、前記第３のハンド
ル機能部は、前記少なくとも１つの補強端部フラップのハンドル切抜き部を含む、ハンド
ルと、を備える、カートン。
【請求項２】
　前記第１のハンドル機能部は、前記トップ端部フラップに折り曲げ可能につながってい
るハンドルフラップを含む、請求項１に記載のカートン。
【請求項３】
　前記ハンドルフラップは第１のハンドルフラップであり、前記第２のハンドル機能部は
、前記第１のハンドルフラップと対面接触する第２のハンドルフラップを更に含む、請求
項２に記載のカートン。
【請求項４】
　前記複数のパネルは、第１のサイドパネル及び第２のサイドパネルを含み、前記複数の
端部フラップは、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少なくと
も一方に折り曲げ可能につながっている少なくとも１つのサイド端部フラップを更に含み
、前記少なくとも１つのサイド端部フラップは第４のハンドル機能部を有し、前記第４の
ハンドル機能部は、前記第１のハンドル機能部と、前記第２のハンドル機能部と、前記第
３のハンドル機能部とに概ね位置合わせされる、請求項１に記載のカートン。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのサイド端部フラップは、少なくとも部分的に前記少なくとも１つ
の補強端部フラップと対面接触し、前記少なくとも１つの補強端部フラップは、少なくと
も部分的に前記少なくとも１つの補強端部パネルと対面接触し、前記少なくとも１つの補
強端部パネルは、少なくとも部分的に前記トップ端部フラップと対面接触し、前記少なく
とも１つのサイド端部フラップと、前記少なくとも１つの補強端部フラップと、前記少な
くとも１つの補強端部パネルと、前記トップ端部フラップとのそれぞれの少なくとも一部
が、前記ハンドルの上方に少なくとも４つの材料層を形成する、請求項４に記載のカート
ン。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの補強端部フラップは第１の補強端部フラップ及び第２の補強端部
フラップを含み、前記第１の補強端部フラップ及び前記第２の補強端部フラップのそれぞ
れは、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの補強端部パネルの内面と対面接触する、
請求項１に記載のカートン。
【請求項７】
　前記第１のハンドル機能部は、前記トップ端部フラップに折り曲げ可能につながってい
るハンドルフラップを含む、請求項１に記載のカートン。
【請求項８】
　前記ハンドルフラップは第１のハンドルフラップであり、前記第２のハンドル機能部は
、前記第１のハンドルフラップと対面接触する第２のハンドルフラップを更に含む、請求
項７に記載のカートン。
【請求項９】
　前記第１のハンドルフラップ及び前記第２のハンドルフラップのうちの少なくとも一方
は中間折曲線を有する、請求項８に記載のカートン。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの補強端部パネルは、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの補
強端部フラップに重なる、請求項７に記載のカートン。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの補強端部フラップは、第１の補強端部フラップ及び第２の補強端
部フラップを含み、前記第１の補強端部フラップ及び前記第２の補強端部フラップは、そ
れぞれの第１の折曲線及び第２の折曲線に沿って前記少なくとも１つの補強端部パネルに
折り曲げ可能につながっている、請求項１に記載のカートン。
【請求項１２】
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　前記第１の補強端部フラップ及び前記第２の補強端部フラップのそれぞれは、それぞれ
のハンドル切抜き部を有し、前記ハンドル切抜き部は、前記第１のハンドル機能部及び前
記第２のハンドル機能部の少なくとも一部に概ね位置合わせされる、請求項１１に記載の
カートン。
【請求項１３】
　前記第１の補強端部フラップ及び前記第２の補強端部フラップのそれぞれは、少なくと
も部分的に前記少なくとも１つの補強端部パネルの内面と対面接触し、前記少なくとも１
つの補強端部パネルは、少なくとも部分的に前記トップ端部フラップの内面と対面接触す
る、請求項１１に記載のカートン。
【請求項１４】
　前記複数のパネルは第１のサイドパネル及び第２のサイドパネルを含み、前記中央パネ
ルは第１の自由縁及び第２の自由縁を有し、前記第１の自由縁及び前記第２の自由縁のそ
れぞれは概ね前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルと平行であり、前記第
１の自由縁及び前記第２の自由縁のそれぞれは前記第１のサイドパネル及び前記第２のサ
イドパネルから離間している、請求項１に記載のカートン。
【請求項１５】
　前記補強インサートは、前記中央パネル及び前記少なくとも１つの補強端部フラップに
折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強トップフラップを更に有し、前記中
央パネルは、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの補強トップフラップに重なる、請
求項１に記載のカートン。
【請求項１６】
　複数の容器を保持するカートンを形成する、カートンブランクと補強インサートブラン
クとの組合せであって、
　前記カートンブランクは、
　トップパネルを含む複数のパネルと、
　前記複数のパネルのそれぞれのパネルにそれぞれ折り曲げ可能につながっている複数の
端部フラップであって、前記複数の端部フラップは、互いに対して少なくとも部分的に重
なり、それにより、前記カートンブランクから形成される前記カートンの閉鎖端部を少な
くとも部分的に形成し、前記複数の端部フラップは、前記トップパネルに折り曲げ可能に
つながっているトップ端部フラップを含む、複数の端部フラップと、
　前記トップ端部フラップの第１のハンドル機能部と、を備え、
　前記補強インサートブランクは、
　中央パネルであって、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、前
記トップパネルが少なくとも部分的に前記中央パネルに重なる、中央パネルと、
　前記中央パネルに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強端部パネルであ
って、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、前記トップ端部フラ
ップが少なくとも部分的に前記少なくとも１つの補強端部パネルに重なる、少なくとも１
つの補強端部パネルと、
　前記少なくとも１つの補強端部パネルに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つ
の補強端部フラップと、
　前記少なくとも１つの補強端部パネルの第２のハンドル機能部であって、前記カートン
が前記カートンブランクから形成されるときに、前記第２のハンドル機能部は前記第１の
ハンドル機能部に概ね位置合わせされる、第２のハンドル機能部と、
　前記少なくとも１つの補強端部フラップの第３のハンドル機能部であって、前記カート
ンが前記カートンブランクから形成されるときに、前記第１のハンドル機能部及び前記第
２のハンドル機能部に概ね位置合わせされる、第３のハンドル機能部と、を備え、
　前記第２のハンドル機能部は、前記少なくとも１つの補強端部パネルのハンドル開口を
含み、前記第３のハンドル機能部は、前記少なくとも１つの補強端部フラップのハンドル
切抜き部を含み、
　前記第１のハンドル機能部と、前記第２のハンドル機能部と、前記第３のハンドル機能
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部とは、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、前記閉鎖端部に少
なくとも部分的にハンドルを形成する、組合せ。
【請求項１７】
　前記第１のハンドル機能部は、前記トップ端部フラップに折り曲げ可能につながってい
るハンドルフラップを含む、請求項１６に記載の組合せ。
【請求項１８】
　前記ハンドルフラップは第１のハンドルフラップであり、前記第２のハンドル機能部は
、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、前記第１のハンドルフラ
ップと対面接触して位置決めされる第２のハンドルフラップを更に含む、請求項１７に記
載の組合せ。
【請求項１９】
　前記複数のパネルは第１のサイドパネル及び第２のサイドパネルを含み、前記複数の端
部フラップは、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少なくとも
一方に折り曲げ可能につながっている少なくとも１つのサイド端部フラップを更に含み、
前記少なくとも１つのサイド端部フラップは第４のハンドル機能部を有し、前記第４のハ
ンドル機能部は、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、前記第１
のハンドル機能部と、前記第２のハンドル機能部と、前記第３のハンドル機能部とに概ね
位置合わせされる、請求項１６に記載の組合せ。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのサイド端部フラップは、前記カートンが前記カートンブランクか
ら形成されるときに、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの補強端部フラップと対面
接触して配置され、前記少なくとも１つの補強端部フラップは、前記カートンが前記カー
トンブランクから形成されるときに、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの補強端部
パネルと対面接触して配置され、前記少なくとも１つの補強端部パネルは、前記カートン
が前記カートンブランクから形成されるときに、少なくとも部分的に前記トップ端部フラ
ップと対面接触して配置され、前記少なくとも１つのサイド端部フラップと、前記少なく
とも１つの補強端部フラップと、前記少なくとも１つの補強端部パネルと、前記トップ端
部フラップとのそれぞれの少なくとも一部は、前記カートンが前記カートンブランクから
形成されるときに、前記ハンドルの上方に少なくとも４つの材料層を形成する、請求項１
９に記載の組合せ。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの補強端部フラップは第１の補強端部フラップ及び第２の補強端部
フラップを含み、前記第１の補強端部フラップ及び前記第２の補強端部フラップのそれぞ
れは、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、少なくとも部分的に
前記少なくとも１つの補強端部パネルの内面と対面接触して配置される、請求項１６に記
載の組合せ。
【請求項２２】
　前記第１のハンドル機能部は、前記トップ端部フラップに折り曲げ可能につながってい
るハンドルフラップを含む、請求項１６に記載の組合せ。
【請求項２３】
　前記ハンドルフラップは第１のハンドルフラップであり、前記第２のハンドル機能部は
、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、前記第１のハンドルフラ
ップと対面接触して配置される第２のハンドルフラップを更に含む、請求項２２に記載の
組合せ。
【請求項２４】
　前記第１のハンドルフラップ及び前記第２のハンドルフラップのうちの少なくとも一方
は中間折曲線を有する、請求項２３に記載の組合せ。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの補強端部フラップは、第１の補強端部フラップ及び第２の補強端
部フラップを含み、前記第１の補強端部フラップ及び前記第２の補強端部フラップは、そ
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れぞれの第１の折曲線及び第２の折曲線に沿って前記少なくとも１つの補強端部パネルに
折り曲げ可能につながっている、請求項１６に記載の組合せ。
【請求項２６】
　前記第１の補強端部フラップ及び前記第２の補強端部フラップのそれぞれは、それぞれ
のハンドル切抜き部を有し、前記ハンドル切抜き部は、前記カートンが前記カートンブラ
ンクから形成されるときに、前記第１のハンドル機能部及び前記第２のハンドル機能部の
少なくとも一部に概ね位置合わせされる、請求項２５に記載の組合せ。
【請求項２７】
　前記複数のパネルは第１のサイドパネル及び第２のサイドパネルを含み、前記中央パネ
ルは第１の自由縁及び第２の自由縁を有し、前記第１の自由縁及び前記第２の自由縁のそ
れぞれは概ね前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルと平行であり、前記第
１の自由縁及び前記第２の自由縁のそれぞれは、前記カートンが前記カートンブランクか
ら形成されるときに、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルから離間して
いる、請求項１６に記載の組合せ。
【請求項２８】
　前記補強インサートブランクは、前記中央パネル及び前記少なくとも１つの補強端部フ
ラップに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強トップフラップを更に有し
、前記中央パネルは、前記カートンが前記カートンブランクから形成されるときに、少な
くとも部分的に前記少なくとも１つの補強トップフラップに重なる、請求項１６に記載の
組合せ。
【請求項２９】
　複数の容器を保持するカートンを形成する方法であって、
　トップパネルを含む複数のパネルと、前記トップパネルに折り曲げ可能につながってい
るトップ端部フラップを含む複数の端部フラップと、前記トップ端部フラップの第１のハ
ンドル機能部とを備えるカートンブランクを得ることと、
　中央パネルと、前記中央パネルに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強
端部パネルと、前記少なくとも１つの補強端部パネルに折り曲げ可能につながっている少
なくとも１つの補強端部フラップと、前記少なくとも１つの補強端部パネルの第２のハン
ドル機能部と、前記少なくとも１つの補強端部フラップの第３のハンドル機能部とを備え
る補強インサートブランクであって、前記第２のハンドル機能部は、前記少なくとも１つ
の補強端部パネルのハンドル開口を含み、前記第３のハンドル機能部は、前記少なくとも
１つの補強端部フラップのハンドル切抜き部を含む、補強インサートブランクを得ること
と、
　前記第３のハンドル機能部を前記第２のハンドル機能部に位置合わせすることを含む、
前記少なくとも１つの補強端部フラップを前記少なくとも１つの補強端部パネルに少なく
とも部分的に重ねることによって、前記補強インサートブランクから補強インサートを形
成することと、
　前記トップパネルが少なくとも部分的に前記中央パネルに重なり且つ前記トップ端部フ
ラップが少なくとも部分的に前記少なくとも１つの補強端部パネルに重なるように、前記
補強インサートを前記カートンブランクに位置決めすることと、
　前記複数のパネルによって少なくとも部分的に画定される前記カートンの内側を形成す
ることであって、前記カートンの内側を形成することは、端の開いたスリーブを形成する
ことを含む、前記カートンの内側を形成することと、
　互いに対して前記複数の端部フラップを少なくとも部分的に重ねることによって前記カ
ートンの端部を少なくとも部分的に閉鎖することであって、前記カートンの端を少なくと
も部分的に閉鎖することは、前記カートンの前記端部において、少なくとも前記第１のハ
ンドル機能部と、前記第２のハンドル機能部と、前記第３のハンドル機能部とからハンド
ルを形成することを含み、前記ハンドルを形成することは、前記第３のハンドル機能部及
び前記第２のハンドル機能部を前記第１のハンドル機能部に概ね位置合わせすることを含
む、前記カートンの端を少なくとも部分的に閉鎖することと、を含む、方法。
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【請求項３０】
　前記複数のパネルは第１のサイドパネル及び第２のサイドパネルを含み、前記複数の端
部フラップは、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少なくとも
一方に折り曲げ可能につながっている少なくとも１つのサイド端部フラップを更に含み、
前記少なくとも１つのサイド端部フラップは第４のハンドル機能部を有し、前記ハンドル
を形成することは、前記第４のハンドル機能部を、前記第１のハンドル機能部と、前記第
２のハンドル機能部と、前記第３のハンドル機能部とに位置合わせすることを含む、請求
項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの補強端部フラップを前記少なくとも１つの補強端部パネルに少な
くとも部分的に重ねることは、前記少なくとも１つの補強端部フラップを前記少なくとも
１つの補強端部パネルに少なくとも部分的に対面接触させて位置決めすることを含み、前
記補強インサートを前記カートンブランクに位置決めすることは、前記少なくとも１つの
補強端部パネルを前記トップ端部フラップに少なくとも部分的に対面接触させて位置決め
することを含み、前記カートンの前記端部を少なくとも部分的に閉鎖することは、前記少
なくとも１つのサイド端部フラップを前記少なくとも１つの補強端部フラップに少なくと
も部分的に対面接触させて位置決めすることを含み、前記少なくとも１つのサイド端部フ
ラップと、前記少なくとも１つの補強端部フラップと、前記少なくとも１つの補強端部パ
ネルと、前記トップ端部フラップとのそれぞれの少なくとも一部は、前記カートンが前記
カートンブランクから形成されるときに、前記ハンドルの上方に少なくとも４つの材料層
を形成する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つの補強端部フラップは、第１の補強端部フラップ及び第２の補強端
部フラップを含み、前記少なくとも１つの補強端部フラップを前記少なくとも１つの補強
端部パネルに少なくとも部分的に重ねることは、前記第１の補強端部フラップ及び前記第
２の補強端部フラップのそれぞれを前記少なくとも１つの補強端部パネルの内面に少なく
とも部分的に対面接触させて位置決めすることを含む、請求項２９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１２年４月２７日に出願された米国仮特許出願第６１／６８７５９３号の
利益を主張する。
【０００２】
　　［参照による援用］
　２０１２年４月２７日に出願された米国仮特許出願第６１／６８７５９３号及び２０１
２年３月１４日に出願された米国特許出願第１３／４１９７４０号の開示は、それらの全
体が本明細書に提示されているかのように、全ての目的で引用することにより本明細書の
一部をなす。
【背景技術】
【０００３】
　本開示は、包括的には、飲料容器又は他のタイプの物品を保持するカートンに関する。
本開示は、より詳細には、補強インサートを有するカートンに関する。
【発明の概要】
【０００４】
　包括的に、本開示の１つの態様は、複数の容器を保持するカートンに関する。該カート
ンは、少なくとも部分的に該カートンの内側の周囲に延在する複数のパネルを備える。該
複数のパネルはトップパネルを含む。複数の端部フラップが、前記複数のパネルのそれぞ
れのパネルにそれぞれ折り曲げ可能につながっている。該複数の端部フラップは、互いに
対して少なくとも部分的に重なり、それにより、少なくとも部分的に該カートンの閉鎖端
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部を形成する。該複数の端部フラップは、前記トップパネルに折り曲げ可能につながって
いるトップ端部フラップを含むことができる。補強インサートが、中央パネルと、該中央
パネルに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強端部パネルとを有すること
ができる。前記トップパネルは少なくとも部分的に前記中央パネルに重なり、前記トップ
端部フラップは少なくとも部分的に前記補強端部パネルに重なる。少なくとも１つの補強
端部フラップが前記少なくとも１つの補強端部パネルに折り曲げ可能につながっているこ
とができる。ハンドルが、少なくとも、前記トップ端部フラップに第１のハンドル機能部
と、前記補強端部パネルに第２のハンドル機能部と有することができる。該第２のハンド
ル機能部は前記第１のハンドル機能部に概ね位置合わせすることができる。
【０００５】
　別の態様において、本開示は包括的に、複数の容器を保持するカートンを形成する、カ
ートンブランクと補強インサートブランクとの組合せに関する。前記カートンブランクは
、トップパネルを含む複数のパネルと、前記複数のパネルのそれぞれのパネルにそれぞれ
折り曲げ可能につながっている複数の端部フラップとを有する。該複数の端部フラップは
、互いに対して少なくとも部分的に重なり、それにより、該カートンブランクから形成さ
れる前記カートンの閉鎖端を少なくとも部分的に形成するものである。該複数の端部フラ
ップは、前記トップパネルに折り曲げ可能につながっているトップ端部フラップを含む。
また、前記カートンブランクは、前記トップ端部フラップの第１のハンドル機能部を有す
ることができる。前記補強インサートブランクは、中央パネルと、前記中央パネルに折り
曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強端部パネルと、前記少なくとも１つの補
強端部パネルに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補強端部フラップと、前
記補強端部パネルの第２のハンドル機能部とを有する。前記カートンが前記カートンブラ
ンクから形成される場合、前記トップパネルは少なくとも部分的に該中央パネルに重なる
ものであり、前記トップ端部フラップは少なくとも部分的に該補強端部パネルに重なるも
のであり、該第２のハンドル機能部は前記第１のハンドル機能部に概ね位置合わせされる
ものである。前記第１のハンドル機能部及び前記第２のハンドル機能部は、前記カートン
が前記カートンブランクから形成される場合、前記閉鎖端に少なくとも部分的にハンドル
を形成することができる。
【０００６】
　別の態様において、本開示は包括的に、複数の容器を保持するカートンを形成する方法
に関する。本方法は、トップパネルを含む複数のパネルと、前記トップパネルに折り曲げ
可能につながっているトップ端部フラップを含む複数の端部フラップと、該トップ端部フ
ラップの第１のハンドル機能部とを備えるカートンブランクを得ることを含む。本方法は
、補強インサートブランクを得ることを更に含むことができる。該補強インサートブラン
クは、中央パネルと、該中央パネルに折り曲げ可能につながっている少なくとも１つの補
強端部パネルと、該少なくとも１つの補強端部パネルに折り曲げ可能につながっている少
なくとも１つの補強端部フラップと、前記補強端部パネルの第２のハンドル機能部とを有
する。また、本方法は、前記少なくとも１つの補強端部フラップを前記少なくとも１つの
補強端部パネルに少なくとも部分的に重ねることによって前記補強インサートブランクか
ら補強インサートを形成することと、前記トップパネルは少なくとも部分的に前記中央パ
ネルに重なり、前記トップ端部フラップは少なくとも部分的に前記補強端部パネルに重な
るように、前記補強インサートを前記カートンブランクに位置決めすることと、少なくと
も部分的に前記複数のパネルによって画定される前記カートンの内側を形成することとを
含むことができる。該カートンの内側を形成することは、端部の開いたスリーブを形成す
ることを含むことができる。本方法は、互いに対して前記複数の端部フラップを少なくと
も部分的に重ねることによって前記カートンの端部を少なくとも部分的に閉鎖することを
更に含むことができる。該カートンの端部を少なくとも部分的に閉鎖することは、前記カ
ートンの前記端部において、少なくとも前記第１のハンドル機能部及び前記第２のハンド
ル機能部からハンドルを形成することを含むことができる。前記第２のハンドル機能部は
前記第１のハンドル機能部に概ね位置合わせすることができる。
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【０００７】
　当業者は、以下に列挙された図面を参照して実施形態の以下の詳細な説明を読むことに
よって、上記の利点、並びに種々の更なる実施形態の他の利点及び利益を理解するであろ
う。個々に、また様々な組合せで与えられる上述の態様が本開示の範囲内にある。
【０００８】
　慣例によれば、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
いるとは限らない。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】
【０００９】
【図１】本開示の第１の例示的な一実施形態に係るカートンを形成するのに用いられるカ
ートンブランクの外側平面図である。
【図２】本開示の第１の例示的な実施形態に係るカートン内の補強インサートを形成する
のに用いられる補強インサートブランクの外側平面図である。
【図３】図１のカートンブランクに図２の補強インサートブランクを重ねることによって
形成される補強インサートの平面図である。
【図４】本開示の第１の例示的な実施形態に係る、図３の補強インサート及びカートンブ
ランクから形成される、端部の開いたスリーブの形態の部分的に組み立てられたカートン
を示す斜視図である。
【図５】図４のスリーブの部分的に閉鎖した端部の斜視図である。
【図６Ａ】本開示の第１の例示的な実施形態に係る、一方の端部が閉鎖し、部分的に組み
立てられたカートンの内部図である。
【図６Ｂ】本開示の第１の例示的な実施形態に係る、一方の端部が閉鎖し、部分的に組み
立てられたカートンの内部図である。
【図７】本開示の第１の例示的な実施形態に係る組み立てられたカートンを示す斜視図で
ある。
【図８】本開示の第２の例示的な一実施形態に係るカートン内の補強インサートを形成す
るのに用いられる補強インサートブランクの外側平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　対応する部分は、図面を通して対応する参照符号によって示されている。
【００１１】
　本開示は、包括的には、容器、瓶、缶等のような物品を収容するカートンに関する。そ
れらの物品は、例えば、食品及び飲料製品を包装するのに用いることができる。これらの
物品は、特定の食品又は飲料品を包装するのに適した組成の材料から作ることができ、材
料として、アルミニウム及び／又は他の金属、ガラス、ＰＥＴ、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、
ＨＤＰＥ、ＰＰ、ＰＳ、ＰＶＣ、ＥＶＯＨ、及びナイロン等のプラスチック等、又はそれ
らの任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００１２】
　本開示に係るカートンは、任意の形状の物品を収容することができる。本開示の範囲を
限定するためではなく説明のために、以下の詳細な説明では、カートンの実施形態内に配
置されるような飲料容器（例えば、ガラス飲料ボトル）について記載する。本明細書にお
いて、「下」、「ボトム」、「上」、及び「トップ」という用語は、完全に組み立てられ
て直立したカートンに関して定められる向きを示す。
【００１３】
　図１は、全体として３で示されるブランクの外面１の平面図であり、本開示の第１の例
示的な一実施形態に係るカートン５（図７）を形成するのに用いられる。カートン５は容
器Ｃ（図６Ｂ）等の複数の物品を収容するのに用いることができる。示されている実施形
態では、容器Ｃは、太い下部Ｂと、蓋ＣＰを含む細い上部Ｔとを有するボトルである。示
されている実施形態では、カートン５は、１８個の容器Ｃを一層に３×６の配列で収容す
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るようなサイズになっているが、カートン５は、異なる数量又は同じ数量の容器を２つ以
上の層に及び／又は異なる行／列配列（例えば、１×６、２×６、４×６、３×８、２×
６×２、３×４×２、２×９、３×４等）で、又は１つのみの物品を保持するようなサイ
ズ及び形状にしてもよいことが理解される。カートン５の頂部及び端部は、インサートブ
ランク１０３（図２）から形成される補強インサート１０５（図３～図６Ｂ）によって補
強することができる。示されている実施形態では、カートン５は第１の端部７及び第２の
端部９を有し、第１の端部７及び第２の端部９のそれぞれは、端部７、９のそれぞれにお
いてカートンを把持及び運搬するのに用いる、全体として１０で示されているそれぞれの
ハンドル（図６Ａ及び図７）を有する。以下でより詳細に検討するように、ハンドル１０
はカートンブランク３の種々の機能部から形成される。
【００１４】
　１つの実施形態において、カートン５の、第１の端部７及び第２の端部９はそれぞれ、
複数の物品のうちの少なくとも１つの物品Ｃを保護する物品保護機能部１１（図１１）を
有する。さらに、第１の実施形態のカートン５は、少なくとも１つの物品を保護する物品
保護フラップ１３を有してもよい。物品保護機能部１１は、カートンの端部７、９のクッ
ションとなり、容器Ｃの破損の可能性を防止又は低減する。１つの実施形態において、物
品保護フラップ１３は、第１の位置（図５）と、カートン内の隣接する容器Ｃ間に位置し
、カートン内の容器の動きを低減するとともに容器の破損を防止する第２の位置（図示せ
ず）との間で可動である。物品保護機能部及び物品保護フラップは、２０１２年３月１４
日に出願された米国特許出願第１３／４１９７４０号に記載されているものと同様又は同
じとすることができる。この米国特許出願の開示は、引用することにより本明細書の一部
をなす。物品保護機能部１１及び／又は物品保護フラップ１３は、本開示から逸脱するこ
となく、別様な形状、構成、及び／又は形態とすることができる。さらに、物品保護機能
部１１及び／又は物品保護フラップ１３は、本開示から逸脱することなく、省略すること
ができる。
【００１５】
　カートンブランク３は縦軸Ｌ１及び横軸Ｌ２を有する。図１の実施形態では、ブランク
は、横折曲線１９において第１のサイドパネル１７に折り曲げ可能につながっているボト
ムパネル１５を有する。第２のサイドパネル２１が、横折曲線２３においてボトムパネル
１５に折り曲げ可能につながっている。トップパネル２５が、横折曲線２７において第１
のサイドパネル１７に折り曲げ可能につながっているとともに、横折曲線３１においてア
タッチメントパネル２９に折り曲げ可能につながっている。トップパネル２５及びボトム
パネル１５、第１のサイドパネル１７及び第２のサイドパネル２１、並びにアタッチメン
トパネル２９のいずれも、本開示から逸脱することなく、別様な形状、構成、形態にする
か、又は省略することができる。例えば、代替的に、カートンブランク３は、協働してカ
ートン５の頂部を形成する２つのトップパネル、又は協働してカートンの底部を形成する
２つのボトムパネルを有することができる。さらに、代替的な一実施形態において、アタ
ッチメントパネル２９は第２のサイドパネル２１に折り曲げ可能につながっていることが
できる。
【００１６】
　ボトムパネル１５は第１のボトム端部フラップ３３及び第２のボトム端部フラップ３５
に折り曲げ可能につながっている。第１のサイドパネル１７は第１のサイド端部フラップ
３７及び第２のサイド端部フラップ３９に折り曲げ可能につながっている。第２のサイド
パネル２１は第１のサイド端部フラップ４３及び第２のサイド端部フラップ４５に折り曲
げ可能につながっている。トップパネル２５は第１のトップ端部フラップ４７及び第２の
トップ端部フラップ４９に折り曲げ可能につながっている。１つの実施形態において、カ
ートン５が組み立てられると、端部フラップ３３、３７、４３、４７はカートンの第１の
端部７を閉鎖し、端部フラップ３５、３９、４５、４９はカートンの第２の端部９を閉鎖
する。本開示の代替的な一実施形態に従って、カートン５の端部７、９を閉鎖するのに異
なるフラップ構成を用いることができる。
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【００１７】
　端部フラップ３３、３７、４３、４７は、カートンブランク３の第１の辺縁領域にわた
って延在するとともに、ブランクの長さに沿って延びる第１の縦折曲線６１において折り
曲げ可能につながっている。端部フラップ３５、３９、４５、４９は、カートンブランク
３の第２の辺縁領域にわたって延在するとともに、またブランクの長さに沿って延びる第
２の縦折曲線６３において折り曲げ可能につながっている。縦折曲線６１、６３は、例え
ば、略真っ直ぐであるか、又はブランクの厚さ若しくは他の要因のために１つ又は複数の
場所においてずれていてもよい。１つの実施形態において、サイドパネル１７、２１は、
それぞれの縦折曲線６１、６３から内方に離れている折曲線６７によって形成されるそれ
ぞれの菱形パネル６５を有する。また、サイド端部フラップ３７、３９、４３、４５は、
それぞれの横折曲線６９を有する。横折曲線６９が、それぞれの端部７、９を内方に角度
付けることを可能にするように菱形パネル６５から延びて、各端部におけるカートン５の
頂部（それぞれのトップ端部フラップ４７、４９につながっている折曲線６１、６３の一
部）が、各端部におけるカートンの底部（それぞれのボトム端部フラップ３３、３５につ
ながっている折曲線６１、６３の一部）よりもカートンの中央に近くなる。このように、
端部７、９はテーパー付けされた端部であるが、カートン５の端部は、本開示から逸脱す
ることなく、別様な形状、構成、及び／又は形態（例えば、真っ直ぐ又はテーパー付けさ
れていない）にすることができることが理解される。さらに、サイドパネルの一方又は双
方は、少なくとも部分的にテーパー付けすることができ、これにより、トップパネル２５
は、ブランク３の縦方向Ｌ１においてボトムパネル１５よりも幅狭にすることができる。
【００１８】
　図１に示されているように、サイド端部フラップ３７、３９、４３、４５のそれぞれは
、斜め部分７０ａと略横部分７０ｂとを有し、それぞれの横折曲線２７、２３から延びる
窪んだ頂縁７０を有することができる。上縁７０の横部分７０ｂは、カートン５（図５～
図６Ｂ）の閉鎖端部７、９におけるインサート１０５の端部を収容するように、それぞれ
の横折曲線２７、２３からボトムパネル１５の方へずらされることができる。サイド端部
フラップ３７、３９、４３、４５、及び上縁７０は、本開示から逸脱することなく、別様
な形状、構成、及び／又は形態にすることができる。
【００１９】
　図１の実施形態では、カートンブランク３は、ハンドル１０を形成するハンドル機能部
を有する。示されている実施形態では、ハンドル機能部はハンドルフラップ７３を含み、
ハンドルフラップ７３は、縦折曲線７５においてそれぞれのトップ端部フラップ４７、４
９に折り曲げ可能につながっているとともに、切れ目線７４に沿ってそれぞれのトップ端
部フラップ４７、４９から分離可能である。ハンドル機能部は、サイド端部フラップ３７
、３９、４３、及び４５のノッチすなわち開口７７を含むこともできる。開口７７は、そ
れぞれの閉鎖端部７、９において開口を提供するように協働し、カートン５をそれぞれの
端部において把持することができるように、それぞれのハンドルフラップ７３を内方に折
り曲げることを可能にする。サイド端部フラップ３７、３９、４３、４５は、それぞれの
開口７７の上方に配置されるそれぞれの上部７２を有することもできる。ハンドルフラッ
プ７３のそれぞれは、縦折曲線７６、斜め折曲線７８、及び横切れ目７９を有することが
できる。斜め折曲線７８及び横切れ目７９は、ハンドルフラップ７３に略三角形のフラッ
プ８０を形成することができ、それぞれのハンドル１０に隣接する、容器Ｃの細い上部Ｔ
を収容するのに役立つことができる。したがって、それぞれのハンドルフラップ７３がカ
ートン５の開口７７を通して内方に折り曲げられる場合、三角形フラップ８０は、それぞ
れの容器Ｃの細い上部Ｔとの接触に際して、それぞれの切れ目７９に沿って分離するとと
もに、斜め折曲線７８に沿って外方に折れ曲がることができる。カートンブランク３は、
ハンドル１０又はカートンブランク３を形成する他の機能部を有することができ、及び／
又は、カートン５は、本開示から逸脱することなく、代替的な形状、構成、及び／又は形
態の１つ又は複数のハンドルを有することができる。さらに、ハンドル１０の一方又は双
方は、本開示から逸脱することなく省略することができる。



(11) JP 6041980 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

【００２０】
　１つの実施形態において、カートンブランク３は、カートン５の物品保護機能部１１を
形成する機能部を有する。図１に示されているように、サイド端部フラップ３７、３９、
４３、４５はカートンブランク３の外面に窪み８１の形態の変形部を有し、この窪みがブ
ランクの内面に出っ張りを形成するようになっている。ボトム端部フラップ３３、３５は
それぞれカートンブランク３の内面に窪み８３の形態の２行の変形部を有し、この内面の
窪みがカートンブランク３の外面１に出っ張りを形成するようになっている。図１に示さ
れているように、トップ端部フラップ４７、４９はそれぞれ、カートン５の閉鎖端部７、
９において物品保護機能部１１を収容するための（図７）角ノッチ９１及び中央ノッチ９
３を有するそれぞれの遠位縁８７、８９を有する。窪み８１、８３は、それぞれのサイド
端部フラップ３７、３９、４３、４５又はボトム端部フラップ３３、３５の表面の任意の
変形部とすることができる。そのため、この変形部は、任意の好適な形状（例えば、凹形
のへこみ又は出っ張り、凸形のへこみ又は出っ張り、平坦なへこみ又は出っ張り、エンボ
ス加工領域、デボス加工領域等、又は任意の他の好適な形状）とすることができる。さら
に、窪み８１、８３は、本開示から逸脱することなく、第１のサイドパネル１７、第２の
サイドパネル２１、トップパネル２５、ボトムパネル１５、又はトップ端部フラップ４７
、４９のうちの１つ又は複数の内面又は外面に形成することができる。
【００２１】
　第１の実施形態では、カートンブランク３は、３×３の配列で構成された９つの物品保
護フラップ１３を含むが、このブランクは、９つよりも多いか又は少ない物品保護フラッ
プを有することができ、これらのフラップは、他の好適な行／列配列又はランダム構成で
ボトムパネル１５に別様に構成することができる。これは一行若しくは一列の構成、又は
任意の他の好適な構成を含む。他の実施形態では、カートンブランク３は、本開示から逸
脱することなく、他の物品保護フラップと異なるか、同様か、又は同一である物品保護フ
ラップを有することができる。図１の実施形態では、物品保護フラップ１３の真ん中の行
は、物品保護フラップのそれぞれの縦折曲線６１、６３により近い行に対して１８０度の
向きになっている。他の実施形態では、物品保護フラップ１３は、本開示から逸脱するこ
となく、別様な形状、構成、及び／又は形態にすることができる。
【００２２】
　図１に示されているように、物品保護フラップ１３はそれぞれ、それぞれの横折曲線９
５においてボトムパネル１５に折り曲げ可能につながっており、それぞれ、ボトムパネル
の切れ目９７によって少なくとも部分的に画定される。代替的に、切れ目９７は、本開示
から逸脱することなく、物品保護フラップ１３をボトムパネル１５から分離させることを
可能にする他の弱化形態（例えば、破断可能なニックによって分割された切れ目線を含む
引き裂き線、一連の離間した切れ目によって形成される引き裂き線等）を含むことができ
る。１つの実施形態において、スリット又は切れ目９８は、切れ目９７の横折曲線９５の
反対側の部分から横方向に延びる。図１に示されているように、物品保護フラップ１３は
、横折曲線９５から延びる略縦折曲線９９を有することができる。折曲線９５、９９及び
／又は切れ目９７、９８のいずれも、本開示から逸脱することなく、物品保護フラップ１
３が任意の他の好適な形状又は形態を有するように、別様な形状、構成、形態にするか、
及び／又は省略することができる。
【００２３】
　図２は、カートン５に用いられる補強インサート１０５（図３）を形成するのに用いら
れる補強インサートブランク１０３の外面１０１を示している。図２に示されているよう
に、インサートブランク１０３の縦軸Ｌ１及び横軸Ｌ２は、インサートブランク１０３の
縦軸Ｌ１及び横軸Ｌ２が、図１に提示されているカートンブランク３のそれぞれの縦軸Ｌ
１及び横軸Ｌ２と一致するような向きになっている。示されている実施形態では、インサ
ートブランク１０３は、縦中心軸及び横中心軸を中心に概ね対称とすることができる。イ
ンサートブランク１０３は、中央パネル１０７及び２つの補強端部パネル１０９、１１１
を有することができ、補強端部パネル１０９、１１１は、中央パネル１０７の互いに反対
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側の端部において中央パネル１０７にそれぞれ折り曲げ可能につながっている。第１の折
曲線又は折曲領域１１３は、第１の補強端部パネル１０９をインサートブランク１０３の
第１の端部において中央パネル１０７につなげている。第２の折曲線又は折曲領域１１５
は、第２の補強端部パネル１１１をインサートブランク１０３の第２の端部において中央
パネル１０７につなげている。示されている実施形態では、折曲領域１１３、１１５のそ
れぞれは、いくつかの折曲線（例えば、スコア線、折り目線、カット折り目線等）を有す
ることができる。代替的には、折曲領域１１３、１１５は、中央パネル１０７に対して補
強端部パネル１０９、１１１を折り曲げる他の弱化線又は弱化領域（例えば、単一の折曲
線）とすることができる。開口１１７は、折曲領域１１３、１１５を中断させ、組み立て
られたカートン５のインサート１０５の折曲部においてインサートブランク材料の膨らみ
（bunching）を回避するのに役立つことができる。図２に示されているように、インサー
トブランク１０３は、それぞれの横折曲線１２３、１２５に沿って第１の補強端部パネル
１０９の互いに反対の側に折り曲げ可能につながっている第１の補強端部フラップ１１９
、１２１と、それぞれの横折曲線１３１、１３３に沿って第２の補強端部パネル１１１に
折り曲げ可能につながっている第２の補強端部フラップ１２７、１２９とを有することが
できる。インサートブランク１０３は、本開示から逸脱することなく、別様な形状、構成
、形態にするか、及び／又は省略することができる。
【００２４】
　示されている実施形態では、インサートブランク１０３は、カートン５のハンドル１０
を形成する機能部を有する。補強端部パネル１０９、１１１のそれぞれは、内側ハンドル
フラップ１３７を有するハンドル切抜き部すなわち開口１３５を有することができる。内
側ハンドルフラップ１３７は、縦折曲線１３９に沿ってそれぞれの補強端部パネル１０９
、１１１に折り曲げ可能につながっていることができ、内側ハンドルフラップ１３７のそ
れぞれは中間折曲線１４１を有することができる。補強端部フラップ１１９、１２１、１
２７、１２９は、補強端部パネル１０９、１１１に、それぞれのハンドル開口１３５に概
ね位置合わせされるハンドルノッチすなわち開口１４３をそれぞれ有することができる。
上部１４５は、補強端部フラップ１１９、１２１、１２７、１２９のそれぞれにおいて、
開口１４３のそれぞれの上方に配置することができる。
【００２５】
　第１の実施形態によると、インサートブランク１０３は、それぞれの横折曲線１２３、
１２５、１３１、１３３に沿って補強端部フラップ１１９、１２１、１２７、１２９を折
り曲げ、補強端部フラップ１１９、１２１、１２７、１２９をそれぞれの補強端部パネル
１０９、１１１と対面接触させて、補強端部フラップ及び／又は補強端部パネルに塗布さ
れる糊ストリップ等によって糊付けすることによってインサート１０５を形成することが
できる。示されている実施形態では、補強端部フラップ１１９、１２１、１２７、１２９
は補強端部パネル１０９、１１１の内面１４９（図３）に接着される。代替的には、補強
端部フラップは補強端部パネルの外面１０１に接着することができる。
【００２６】
　図３に示されているように、１つの例示的な実施形態において、カートン５は、まず、
補強インサート１０５の外面１０１及び／又はカートンブランク３の内面１５３に糊スト
リップ１５１を形成した後、補強インサート１０５をカートンブランク３のトップパネル
２５及びトップ端部フラップ４７、４９に接着することによって組み立てることができる
。図２に示されているように、糊ストリップ１５１は、例えば、中央パネル１０７及び補
強端部パネル１０９、１１１に形成してもよい。補強インサート１０５は、カートンブラ
ンク３上に位置決めすることができ、中央パネル１０７はトップパネル２５と概して対面
接触するようになっている。１つの実施形態において、補強インサート１０５の外面はカ
ートンブランク３の内面１５３と接触している。補強インサート１０５は、折曲領域１１
３、１１５が、トップ端部フラップ４７、４９がトップパネル２５のそれぞれの端部につ
ながっているそれぞれの折曲線６１、６３に概ね位置合わせされて重なるようなサイズに
なっている。図３に示されているように、補強インサート１０５は、補強端部パネル１０
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９のハンドル開口１３５と補強端部フラップ１１９、１２１のハンドル開口１４３とが、
トップ端部フラップ４７のハンドルフラップ７３に概ね位置合わせされて重なるように、
トップパネル２５に対して位置決めされる。同様に、補強端部パネル１１１のハンドル開
口１３５と、補強端部フラップ１２７、１２９のハンドル開口１４３とは、トップ端部フ
ラップ４９のハンドルフラップ７３に概ね位置合わせされて重なる。補強インサート１０
５は、本開示の範囲から逸脱することなく、別様にブランク３に組み付けることができる
。例えば、１つの代替的な実施形態において、補強端部パネル１０９、１１１はトップ端
部フラップ４７、４９に接着されない。別の代替形態において、折曲領域１１３、１１５
は折曲線６１、６３からずらすことができる。
【００２７】
　例示的な実施形態によると、補強インサート１０５を有するカートンブランク３は、横
折曲線３１、１９に沿って折り曲げ、アタッチメントフラップ２９を第２のサイドパネル
２１に糊付けすることによって、カートン５を更に組み立てることができる。図４に示さ
れているように、ブランクを折曲線１９、２３、２７、３１に沿って折り曲げ、端部の開
いたスリーブ１５５を形成することができる。カートンブランク３及び補強インサート１
０５は、本開示の範囲から逸脱することなく、代替的な折曲げステップ及び糊付けステッ
プを用いて端の開いたスリーブ１５５を別様に形成することができる。
【００２８】
　図５に示されているように、サイド端部フラップ３７、４３は、縦折曲線６１及び折曲
線６７に沿って内方に折り曲げられ、少なくとも部分的に第１の端部７を閉鎖する。ボト
ム端部フラップ３３は、縦折曲線６１に沿って上方に折り曲げられ、サイド端部フラップ
３７、４３の下部と対面接触する。サイド端部フラップ３７、４３の上縁７０は、補強イ
ンサート１０５の折曲領域１１３の近位に配置することができる。トップ端部フラップ４
７及び補強端部パネル１０９は、それぞれの縦折曲線６１及び折曲領域１１３に沿って下
方に折り曲げることができ、補強端部フラップ１１９、１２１がサイド端部フラップ３７
、４３と対面接触するようになっている。第１の端部７のハンドル１０は、トップ端部フ
ラップ４７のハンドルフラップ７３、インサート１０５のハンドル開口１３５、１４３、
及びサイド端部フラップ３７、４３のハンドル開口７７が閉鎖端部７において概ね位置合
わせされる場合に形成することができる。したがって、トップ端部フラップ４７、補強端
部パネル１０９、補強端部フラップ１１９、１２１、サイド端部フラップ３７、４３、及
びボトム端部フラップ３３は、カートン５の第１の端部７に互いに近接して選択的に接着
することができる（図６Ａ及び図７）。
【００２９】
　１つの実施形態において、図６Ｂに示されているように、容器Ｃは、第２の開放端部９
を通して、部分的に組み立てられたカートン５内に装填することができる。カートン５の
第２の端部９は、第１の端部７と同様に、サイド端部フラップ３９、４５、ボトム端部フ
ラップ３５、トップ端部フラップ４９、補強端部パネル１１１、及び補強端部フラップ１
２７、１２９を折り曲げ、それぞれ重ね、選択的に接着することによって閉鎖することが
できる。組み立てられたカートンは図７に示されている。端部７、９の一方又は双方は、
本開示から逸脱することなく、別様な形状、構成、形態にするか、又は省略することがで
きる。さらに、端の開いたスリーブ１５５は、本開示から逸脱することなく、代替的に容
器を装填し、閉鎖することができる。例えば、端部７、９は任意の順序で閉鎖することが
でき、容器Ｃは、端部７、９のいずれか又は双方を閉鎖する前又は閉鎖した後に装填する
ことができる。
【００３０】
　ハンドル１０のそれぞれは、ハンドルフラップ７３（例えば、第１のハンドル機能部）
と、ハンドル開口１３５及びハンドルフラップ１３７（例えば、第２のハンドル機能部）
と、ハンドル開口１４３（例えば、第３のハンドル機能部）と、ハンドル開口７７（例え
ば、第４のハンドル機能部）とを有することができ、これらの機能部はカートンの端部７
、９において概ね位置合わせされる。ハンドル１０は、細長いハンドルフラップ７３をイ
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ンサート１０５のハンドル開口１３５、１４３及びサイド端部フラップ１１９、１２１、
１２７、１２９のハンドル開口７７を通して内方に押して、カートン５の閉鎖端部７、９
にハンドル開口を提供することによって、カートン５を把持するのに用いることができる
。内方に折り曲げられたハンドルフラップ７３は、それぞれのハンドル開口１３５のハン
ドルフラップ１３７に接触でき、ハンドルフラップ１３７を折曲線１３９、１４１に沿っ
て内方に折り曲げることができる。したがって、ハンドルフラップ１３７は、ハンドル１
０を使用者が把持する場所においてより厚い感触にするのに役立ち、使用者にとって快適
さを提供するのに役立つ及び／又はハンドルを補強するのに役立つことができる。サイド
端部フラップ３７、４３、３９、４５の上部７２と、補強端部フラップ１１９、１２１、
１２７、１２９の上部１４５と、補強端部パネル１０９、１１１及びトップ端部フラップ
４７、４９のハンドル１０の上方の部分とは、それぞれの閉鎖端部７、９においてそれぞ
れの補強部１５７を形成する。これは、ハンドル１０の上方に少なくとも４つの材料層（
図６Ａ及び図７）を提供することができ、カートン５をハンドル１０の上方で補強するの
に役立つことができる。ハンドルフラップ７３は、それぞれのサイド端部フラップ３７、
４３、３９、３５の上部７２に対して内方に折り曲げられる場合、カートン５をハンドル
１０の上方で更に補強することができる。したがって、補強部１５７はハンドル１０の上
方に５つの材料層を有し、閉鎖端部７、９をハンドルの上方で補強することができる。ハ
ンドル１０は、本開示から逸脱することなく、代替的な形状、構成、形態にするか、及び
／又は補強することができる。
【００３１】
　図８は、本開示の第２の一実施形態に係る補強インサート（図示せず）を形成する代替
的な補強インサートブランク３０３の外面３０１の平面図である。第２の実施形態は、言
及される変形及び当業者には明らかである変形を除いて、第１の実施形態と概ね同様であ
る。したがって、実施形態の同様又は同一の特徴には類似又は同様の参照符号が付されて
いる。インサートブランク３０３は、第１の実施形態のカートンブランク３又は補強され
たカートン（図示せず）を形成する代替的なカートンブランクとともに用いることができ
る。図８に示されているように、ブランク３０３は補強トップフラップ３６１、３６３を
有し、補強トップフラップ３６１、３６３は横折曲線３６５、３６７に沿って中央パネル
１０７に折り曲げ可能につながっている。横折曲線３６５、３６７は、それぞれの横折曲
線１２３、１３１及び１２５、１３３と同一線上にでき、又は横折曲線１２３、１３１及
び１２５、１３３からずらすことができる。補強トップフラップ３６１は、それぞれの折
曲領域１１３、１１５に沿って補強端部フラップ１１９、１２７に折り曲げ可能につなげ
ることができ、補強トップフラップ３６３は、それぞれの折曲領域１１３、１１５に沿っ
て補強端部フラップ１２１、１２９に折り曲げ可能につなげることができる。インサート
ブランク３０３が補強インサート（図示せず）を形成する場合、補強トップフラップ３６
１、３６３は中央パネル１０７と対面接触するように折り曲げられ、カートン（図示せず
）のトップパネルを補強するのに役立つ。インサートブランク３０３は、本開示から逸脱
することなく、別様な形状、構成、及び／又は形態にすることができる。
【００３２】
　本開示によるブランクは、例えば、コート紙の厚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。次に、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
刷してもよい。次に、ブランクに印刷されているあらゆる情報を保護するように、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。上述の実施形態に応じて、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厚紙で作成してもよい。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して本明細書で記載したように機能することが
できるようにするのに適した特性を有する任意の他の材料で作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。



(15) JP 6041980 B2 2016.12.14

10

20

30

【００３３】
　本開示の上述の実施形態によれば、折曲線は、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、折曲線は、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を部分的に貫
通する一連の切れ目及び／又は材料を完全に貫通する一連の切れ目、並びにこれらの機能
部の種々の組合せを含む。
【００３４】
　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むか、及び／又は完全に貫通す
る一連の離間したスリット、又はこれらの機能部の種々の組合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
一時的に連結するようニック（例えば、ブリッジにやや似た材料の小片）が間に画成され
るように隣接す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
通常、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、ニックを引き裂き線から省くことができるか、又は引
き裂き線上で破っておくことができる。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とす
ることができる。
【００３５】
　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ともに接着される１
つ又は複数のパネルを有するものとして説明することができる。「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全ての態様の接着剤を包含するこ
とが意図される。
【００３６】
　本開示の前述の説明は、種々の実施形態を例示及び説明する。本開示の範囲から逸脱す
ることなく、種々の変更を上記構成内でなし得るので、上記説明に含まれるか又は添付図
面に示されている全ての事項が、限定的な意味ではなく例示として解釈されることが意図
される。さらに、本開示の範囲は、特許請求の範囲の範囲内にある上述の実施形態の種々
の変更形態、組合せ、変形形態等をカバーする。加えて、本開示は、本開示の選択された
実施形態のみを図示及び説明しているが、本開示は、種々の他の組合せ、変更形態、及び
環境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の変
形若しくは変更、上記教示と同等の変形若しくは変更、及び／又は関連技術分野の技術若
しくは知識内にある変形若しくは変更を行うことが可能である。さらに、各実施形態の或
る特定の機能部及び特徴を、選択的に入れ替えて、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。
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