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合成樹脂製角形罎体

技術分野

０００1 本発明は胴部に指掛けのための凹部を形成した合成樹脂製角形罎体に関する。

背景技術

０００2 従来ょり、ポリエチレンテレフタレート(以 P と記す。)樹脂製等の合成樹脂製

罎体は、各種飲料用、食品用等の容器として広く利用されているが、特に容量が2

程度以上の大型になると、用途に応じて、手で確実に掴持するため把手を付設した

りする。また、角形罎体では胴部の中央高さ位置に形成されたウェスト部の一部に指

掛となる凹部を形成する方法が一般的である (たとえば特許文献 の図 参照)。

特許文献1 特開2００2 45233号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 しかしながら、角形罎体でウェスト部の一部に指掛となる凹部を形成する方法では

、罎体形状を大きく変える必要はないが、凹部の形成できる範囲も限定されるので、

相対向する凹部に第 指と第2指を指掛けして掴持する程度であり、必ずしも十分な

掴持性が確保できない。

０００4 そこで、本願は特に大型の角形罎体で、罎体の形状を大きく変更することなく胴部

に十分に掴持性を発揮できるためのグリップ部を形成することを課題とし、もって掴持

性に優れ、安心して使用できる合成樹脂製の角形罎体を提供することを目的とする。

０００5 上記技術的課題を解決する請求項 記載の発明の手段は、

平断面形状が長方形状の胴部を有し、この胴部の中央高さィ立置に周溝状のウェスト

部を有する角形罎体において、

長方形状の長辺側を形成する一対の長辺側壁の、ウェスト部の下方に位置する所

定領域部分に、指掛けのための一対の凹部を、この一対の凹部の少なくとも一方に

複数の指先が指掛け可能に形成すること、



この一対の凹部により罎体を掴持するための掴持部分を構成すること、

にある。

０００6 請求項 記載の上記構成により、必要に応じてウエスト部の段差も利用しながら、た

とえば一方の長辺側壁ではウエスト部に第 指の指先を掛け、他方の長辺側壁では

ウエスト部に第2指を掛けると共に、第3指と第4指を、あるいは第3指と第4指と第5指

を縦長状に形成した凹部に掛けて第 指の指先から他の指の指先に至る手全体で

罎体胴部をしっかり掴持することができ、より大型の罎体を、内容物が充填され重量

が大きな状態でも、より安定して掴持することができ、罎体を片手で持ち上げて運ん

だり、持ち上げた状態で罎体を傾けて口筒部から内容液を注出することができる。

０００7 請求項2記載の発明の手段は、請求項 記載の発明において、

凹部を、上端部を前記ウエスト部に連結させた状態で形成すること、

一対の凹部と、この一対の凹部の間の側壁部分で罎体掴持のためのグリップ部をウ

エスト部に連結させて形成すること、

にある。

０００8 請求項2記載の上記構成により、一方の凹部に第 指の指先を掛けて、もう一方の

凹部に他の指の指先を掛けると共に、第 指の指先から他の指の指先に至る手全体

でグリップ部をしっかり掴んで罎体を片手で持ち上げて運んだり、持ち上げた状態で

罎体を傾けて口筒部から内容液を注出することができる。

０００9 そして、指掛けのための凹部を、その上端部をウエスト部に連結させた状態で形成

すると共に、両凹部と、この両凹部の間の側壁部分で罎体掴持のためのグリップ部を

ウエスト部に連結させて形成することにより、掴持した手の側部、すなわち第 指から

第2指等にかけての側部の略全長さ範囲を、周溝状のウエスト部に係止状に当てて

、安定して罎体を掴持することができる。

００1０ このように元々形成されているウエスト部に連結して、このウエスト部を利用してグリ

、ソプ部を構成するので、胴壁の形状を複雑にすることもなく、罎体 自体の剛性、ある

いは座屈強度を大きく損なうことなく凹部も含めたグリップ部を形成することができる。

また、ウエスト部の上方では、シュリンクラベルで胴部の上半分部分全体を外装する

こともできる。



００11 請求項3記載の発明の手段は、請求項2記載の発明において、胴部が、一対の長

辺側壁と、長方形状の短辺側を形成する一対の短辺側壁と、隣接する長辺側壁と短

辺側壁を角取り状に連結する4ケのコーナー側壁で形成される構成とすること、にあ

る。

００12 請求項3記載の上記構成により、4ケのコーナー側壁を設けることにより、このコー

ナー側壁により罎体を支える柱部として機能を発揮させて、罎体の剛性そして、座屈

強度を高いレベルで保持することができる。また、このコーナー側壁を利用してグリッ
プ部を構成することにより、指の根元をこのコーナー側壁に当てるよぅにして、より確

実に罎体の胴部を片手で掴持することができる。

００13 請求項4記載の発明の手段は、請求項2または3記載の発明において、

一方の凹部から他方の凹部に至る側壁を、ウェスト部の上端から下方に至る所定の

高さ範囲において段差状に凹ませて背壁部分を形成し、両凹部と背壁部分でグリッ

プ部を構成すること、にある。

００14 請求項4記載の上記構成により、一方の凹部から他方の凹部に至る側壁を、ウェス

ト部の上端から下方に至る所定の高さ範囲において段差状に凹ませて背壁部分を

形成することにより、第 指の指先から第2指等の指先に至る手の側部をウェスト部に

下方からよりしっかりと当接させるよぅにして係止させてグリップ部を掴持することがで

き、片手での掴持性をより安定したものとすることができる。

ここで、背壁部分の段差の深さ、および高さ範囲は、罎体の大きさと、手の大きさ、そ

して外観等を考慮して決めることができる設計事項である。

００15 請求項5記載の発明の手段は、請求項2、3または4記載の発明において、凹部内

に、横断状に、該凹部を補強すると共に、ウェスト部との間で指掛け状態を安定にす

るための突条リブを形成すること、にある。

００16 本発明のよぅに比較的大きな凹部を形成する罎体では、内容液を密閉収納した状

態で罎体が落下すると、落下の衝撃により、凹部の中央部付近が反転変形 (バックリ

ング)する場合があるが、請求項5記載の上記構成により、凹部内に横断状に突条リ

ブを形成することにより、この突条リブによりバ、ソクリングを効果的に防止することがで

きる。



００17 また、凹部に指先を掛けて罎体を掴持する際に、ウェスト部と、この突条リブの間に

指先を嵌め込むよぅにして、指掛け状態をより安定して保持することがきる。特に、突

条リブにより指先の、罎体下方への滑り止め機能が発揮され、たとえば内容液を注ぐ

ときに罎体を倒立に近い姿勢に傾けた際にも片手で安定して掴持することができる。

００18 ここで、突条リブの形成個数、形成位置は、バックリングに係る補強効果、指先の掛

けやすさ等を考慮して決めることができる設計事項である。

００19 請求項6記載の発明の手段は、請求項2、3、4または5記載の発明において、凹部

内に、横断状に、この凹部を補強する補強リブを形成すること、にある。

００2０ 請求項6記載の上記構成により、補強リブにより凹部のバックリングに係る補強効果

を十分発揮させることができる。

補強リブとしては突条の突条補強リブと溝状の溝状補強リブがあるが、凹部に突条補

強リブを複数形成すると、前述した突条リブと同様に凹部における指の位置決めを明

確にすることができるが、一方で、たとえば指の太さ等の個人差があるので、凹部に

指を進入させる際に煩わしさを感じる場合がある。その点溝状補強リブは指先に係る

滑り止め効果は 、さいが、指先を自然に凹部に進入させることができる。

００2 1 そこで、凹部のバックリングに係る補強機能、指先の滑り止め機能、指先の配置機

能、凹部への指先の進入し易さ等を考慮して、突条補強リブと溝状補強リブを適宜組

み合わせて形成するのが好ま 、。もちろん、たとえば突条補強リブだけを ケあるい
は複数、あるいは溝状補強リブだけを ケあるいは複数形成する構成とすることもでき

る。

００22 請求項7記載の発明の手段は、請求項4、5または6記載の発明において、凹部の

底面間に係る横幅を55～7０ 、背壁部分の上端部近傍の横幅を7０～8０ の

範囲とすること、にある。

００23 請求項7記載の上記構成は、一般の人の手の平均的な大きさを考慮してグリップ部

の形状を決めるものである。本発明のグリップ部を手で握って罎体を掴持する場合、

主として第 指の指先と他の指の指先で荷重を支えることになり、凹部の底面間に係

る幅は第 指の指先と他の指の指先との間隔に関連し、背壁部分の上端部近傍の横

幅は第 指の根元と、他の指の根元との間隔に関連する寸法であり、それぞれ上記



の範囲とすることにより、多くの人にとって良好なグリップ性が発揮される。

００24 請求項8記載の発明の手段は、請求項4、5、6または7記載の発明において、一方

の凹部から背壁部分を経由して他方の凹部に至るグリップ部の周長を 4０～8０

の範囲とすること、にある。

００25 請求項8記載の上記構成も、一般の人の手の平均的な大きさ考慮してグリップ部の

形状を決めるものである。このグリップ部の周長は第 指の先端部から主として第2指

の先端部に至る長さを考慮して定めたものであり、この寸法を上記のような範囲とす

ることにより、多くの人にとって良好なグリップ性が発揮される。

００26 請求項9記載の発明の手段は、請求項4、5、6、7または8記載の発明において、

背壁部分を、その横幅が下方に向けて拡幅するように形成すること、にある。

００27 請求項9記載の上記構成により、背壁部分をその横幅が下方に向けて拡幅するよう

に形成することにより、さらに掴持がし易くなり、また座屈強度も向上する。

００28 請求項 ０記載の発明の手段は、請求項4、5、6、7、8または9記載の発明におい
て、背壁部分に、左右方向に延びる横リブを形成すること、にある。

００29 請求項 ０記載の上記構成により、背壁部分に、左右方向に延びる横リブを形成す

ることにより、グリップ部に作用する把持力により、この背壁部分が妄りに撲み変形し

てグリップ性が低下しないように、あるいは背壁部分の変形により内容液が噴出する

ことがないようにすることができる。

００3０ 請求項皿記載の発明の手段は、請求項2 R R 9または ０記載の発

明において、長辺側壁のウエスト部の下方に、凹部に連結して減圧吸収パネルを形

成すること、にある。

００3 1 請求項皿記載の上記構成により、高温充填処理工程を要する用途に使用される

耐熱性罎体では、胴部の側壁にその周縁部を段差部で囲うようにして、平坦あるい
は凹状の減圧吸収パネルを配設するが、指掛け用の凹部に連結して減圧吸収パネ、

ルを形成することにより、この凹部も含んだ大きな面積で減圧吸収機能を発揮させる

ことができる。

００32 請求項 2 載の発明の手段は、請求項 記載の発明において、長辺側壁部分に

段部により周囲を囲って凹状に形成した減圧吸収パネルを凹部とすること、にある。



００33 請求項 2記載の上記構成は、各種飲料用、食品用等の高温充填の必要な用途に

使用され、減圧状態での罎体の変形を外観上目立たないよぅに吸収する減圧吸収

パネルを胴部に配設した合成樹脂製罎体に適用され、この減圧吸収パネルを利用し

て罎体の掴持性を確保しよぅとするものである。

００34 すなわち、請求項 2記載の上記構成により、減圧吸収パネルを利用して掴持部分

とするので、新たに掴持部分を形成する必要がなく、罎体の形状を大きく変更するこ

となく掴持部分を形成することができる。

そして、大型の罎体では減圧吸収パネルを大きく形成することができ、一方の減圧吸

収パネルに第 指、対向する減圧吸収パネルに残りの指先を置いて、手全体で罎体

を掴持することができ、また、減圧吸収パネル内で掴持する高さィ立置を替えて、内容

液の残量によって適切な掴持位置を選ぶことができる。

００35 請求項 3記載の発明の手段は、請求項 2記載の発明において、減圧吸収パネ、

ル内に縦凸状リブを配設する構成としたこと、にある。

にある。

００36 請求項 3記載の上記構成により、縦凸状リブにより、減圧吸収パネルの減圧時に

おける変形態様を一定にして外観が損なわれないよぅにすることができると共に、掴

持する指先に係る滑り止めの機能が発揮される。

なお、縦凸状リブは ケでも良いし、減圧時の変形態様や掴持性を考えて複数本、並

列状に配設しても良い。

００37 請求項 4記載の発明の手段は、請求項 3記載の発明において、減圧吸収パネ、

ルの陥没深さの平均値を、長方形状の胴部の短辺側の幅の3～ の範囲とする

こと、にある。

００38 請求項 4記載の上記構成により、陥没深さの平均値を、長方形状の胴部の短辺

側の幅の3～ の範囲とすることにより、角形罎体としての外観を損なぅことなく、ま

た十分な罎体容量を確保しながら、掴持性を十分に発揮させることができる。

００39 請求項 5記載の発明の手段は、請求項 3または 4記載の発明において、縦凸

状リブを上下方向に断続状に形成することにある。

００4０ 請求項 5記載の上記構成により、縦凸状リブにより減圧時おける減圧吸収パネル



の陥没状の変形が損なわれる恐れのある場合には、縦凸状リブを上下方向に断続

状に形成することにより、この変形性を十分に維持することができる。

００41 請求項 6記載の発明の手段は、請求項 5記載の発明において、上下方向に断

続状に形成された縦凸状リブの欠部の上下方向の長さを、減圧吸収パネルの上下

方向の長さの3０ 以下の範囲とすること、にある。

００42 請求項 6記載の上記構成により、縦凸状リブの欠部の上下方向の長さを、減圧吸

収パネルの上下方向の長さの3０ 以下の範囲とすることにより、指掛け部分としての

機能を十分発揮させることができる。

００43 請求項 7記載の発明の手段は、請求項 3 4 5または 6記載の発明におい
て、減圧吸収パネルを、長辺側壁の左右中心からオフセット状に配設すること、にあ

る。

００44 請求項 7記載の上記構成により、罎体の大きさ、あるいは減圧吸収パネルの大き

さによっては、指が減圧吸収パネルに十分届かない等の不都合が生じるが、このよぅ

な場合には掴持性を考慮して、減圧吸収パネルを長辺側壁の左右方向にずらしオ

フセット状に配設することにより、罎体の掴持性をより向上させることができる。

００45 請求項 8記載の発明の手段は、請求項 3 4 5 6または 7記載の発明に

おいて、減圧吸収パネルの左右端部のぅち一方の端部近傍での陥没深さを深くして

指掛け部分を形成する構成とすること、にある。

００46 請求項 8記載の上記構成により、陥没深さを深くした端部を指掛け部分にして、こ

の部分に指先を掛けてより確実に、安定して罎体を掴持することができる。

００47 請求項 9記載の発明の手段は、請求項 8記載の発明において、

平断面で見て、

一対の指掛け部分を形成する段部の立ち上がり基端部間の幅を長方形状の胴部の

短辺側の幅の5０～9０ の範囲とすること、

指掛け部分を形成する段部の立ち上がり角度を3０～9０。の範囲とすること、減圧吸

収パネルの陥没深さを左右端部の一方から他方にかけて直線状に深くして、長辺側

壁面に対する減圧吸収パネルの傾斜角度を 。9 以下の範囲とすること、

にある。



００48 請求項 9記載の上記構成は、指掛け部分の形状に関連するものであり、

一対の指掛け部分を形成する段部の立ち上がり基端部間の幅、指掛け部分を形成

する段部の立ち上がり角度、および減圧吸収パネルの傾斜角度を請求項 8記載の

上記構成の範囲とすることにより、角形罎体としての外観を損なぅことなく、罎体容量

を確保しながら、大型の罎体でもしっかりと掴持可能な指掛け部分を提供することが

できる。

００49 請求項2０ 載の発明の手段は、請求項 4 5 6 7 8または 9 載

の発明において、長方形状の短辺側を形成する一対の短辺側壁に多数の横リブを

配設すること、にある。

００5０ 請求項2０記載の上記構成により、多数の横リブを配設することにより、短辺側壁の

面剛性を大きくできるので、手で、長辺側壁に配設された一対の減圧吸収パネルを

両側から掴んで掴持しても、胴部が押し潰れることがなく、安定して掴持状態を維持

でき、内容液が吹き出すこともない。

００5 1 請求項2 記載の発明の手段は、請求 3 4 5 6 7 8 9または2０

記載の発明において、胴部が、一対の長辺側壁と、短辺側を形成する一対の短辺側

壁と、隣接する長辺側壁と短辺側壁を角取り状に連結する4ケのコーナー側壁で形

成される構成としたこと、にある。

００52 請求項2 記載の上記構成により、コーナー側壁により、剛性の高い角形罎体とす

ることができる。

００53 請求項22記載の発明の手段は、請求 3 4 5 6 7 8 9 2０または

2 記載の発明において、減圧吸収パネルの面積を、この減圧吸収パネルが配設さ

れた長辺側壁のウェスト部の下方に位置する部分の面積の3０～9０ の範囲とする

こと、にある。

００54 請求項22記載の上記構成により、減圧吸収パネルの面積が大きすぎると罎体の剛

性が損なわれ、 心すぎると減圧吸収機能が損なわれると共に、掴持のための領域

を十分確保できなくなる。

そこで減圧吸収パネルの面積を、この減圧吸収パネルが配設された長辺側壁のエス

ト部の下方に位置する部分の面積の3０～9０ の範囲とすることにより、罎体の剛性



を損なぅことのない範囲で減圧吸収機能を十分発揮せしめ、掴持のための領域を十

分確保することができる。

００55 請求項23記載の発明の手段は、請求 4 5 6 7 8 9 2０ 2 ま

たは22記載の発明において、減圧吸収パネルを上端部がウェスト部に懸かるよぅに

配設すること、にある。

００56 請求項23記載の上記構成により、指の一部をウェスト部に係止させた状態で掴持

することができ、より安定して罎体を掴持することができる。

００57 請求項24記載の発明の手段は、請求 3 4 5 6 7 8 9 2０ 2

22または23記載の発明において、減圧吸収パネル内に指当て用の横溝を形成する

こと、にある。

００58 請求項24記載の上記構成により、横溝に指先を嵌入状に当てることにより、罎体を

、正立、倒立、あるいは斜め等のいろんな姿勢で安定して掴持することができる。

００59 請求項25記載の発明の手段は、請求項24記載の発明において、減圧吸収パネ、

ルを、ウェスト部の下方に上端部がこのウェスト部に懸かるよぅに配設し、横溝を減圧

吸収パネルの全幅に亘って形成すること、にある。

００6０ 請求項25記載の上記構成により、たとえば、一方の減圧吸収パネルで第 指の指

先をウェスト部に嵌入状に当てるよぅにして、他方の減圧吸収パネルでは第2指の指

先をウェスト部に当てると共に、第3指、あるいは第4指、あるいは双方を嵌入状に横

溝に当てるよぅにして、より確実に安定して罎体を、正立、倒立、あるいは斜め等のい
ろんな姿勢でより安定して掴持することができる。

００6 1 請求項26記載の発明の手段は、請求項 2記載の発明において、減圧吸収パネ、

ル内の所定高さ位置に、この減圧吸収パネルの底壁を縦断面で見て凸状に底上し

て凸状横リブを横断形成する構成としたこと、にある。

００62 減圧吸収パネルを掴持部として構成する場合には、十分な掴持性を得るために、こ

の減圧吸収パネルの陥没深さを比較的深くするので、内容液の加圧充填時の内圧

上昇に伴い、減圧吸収パネルが反転状に大きく膨出変形してしまぅ傾向があるが、請

求項26の記載の「減圧吸収パネル内の所定高さ位置に、この減圧吸収パネルの底

壁を縦断面で見て凸状に底上して凸状横リブを横断形成する」と云ぅ構成要件により



、充填時の内圧上昇に伴ぅ減圧吸収パネルの膨出変形を効果的に抑制することがで

きる。

００63 また、この凸状横リブに掴持する指先を適宜に係止させることにより、上下方向の滑

りをなくして、罎体を、正立、倒立、あるいは斜め等のいろんな姿勢で安定して掴持

することができる。

００64 なお、長辺側壁における減圧吸収パネルの配設位置は、左右中心位置に限定さ

れず、罎体胴部の幅等を考慮して掴持性の観点から左右方向にずらし、オフセット

状に配設することもできる。

また、凸状横リブの幅、高さ、断面形状、減圧吸収パネル内での高さィ立置等は、膨出

変形の抑制効果、掴持部分としての機能、さらには減圧吸収機能等を考慮して適宜

決めることができる設計事項であり、さまざまなバリエーションがある。

また凸状横リブは ケに限定されるものではなく、掴持性等を考慮して複数形成する

こともできる。

００65 請求項27記載の発明の手段は、請求項26記載の発明において、上端部がウェス

ト部に連結した状態で減圧吸収パネルを形成すること、にある。

００66 請求項27記載の上記構成により、減圧吸収パネルの上端部をウェスト部に連結さ

せることにより、より大きな面積で掴持機能と減圧吸収機能を発揮させることができる

。また、横溝状の形状を利用してウェスト部においても指先を係止させることができ、

より重心に近い高さィ立置で罎体を安定して掴持することができる。

００67 請求項28記載の発明の手段は、請求項27記載の発明において、上端部がウェス

ト部に連結した状態で減圧吸収パネルを形成し、ウェスト部の連結部分に、このウェ
スト部の横溝状の形状をさらに深くして指掛け用のウェスト凹部を形成すること、にあ

る。

００68 請求項28記載の上記構成により、ウェスト部に形成した指掛け用のウェスト凹部に

指の一部を嵌入状に当てることができ、たとえば一方の長辺側壁で第 指の指先をウ

ェスト部に下方から係止するよぅに当てて、他方の長辺側壁では第2指の指先をウェ
スト部に当てると共に、第3指、第4指あるいは第5指の指先を減圧吸収パネル内に

入れて、凸状横リブに上方、あるいは下方から係止させることができ、罎体を、正立、



倒立、あるいは斜め等のいろんな姿勢でさらに安定して掴持することができる。

００69 請求項29記載の発明の手段は、請求項26 27または28記載の発明において、凸

状横リブを、平坦な頂壁と、所定の傾斜角度で頂壁と底壁を連結する側壁で構成し

、頂壁を長辺側壁と同一平面上になるよぅに形成することに、ある。

００7０ 請求項29記載の上記構成は凸状横リブの具体的な形状に係るものであり、凸状横

リブの形成高さを十分大きくして膨出状の変形に係る抑制機能、また側壁を利用して

指先の上下方向への係止機能を十分発揮せしめることができる。

また、大きな減圧吸収パネルを形成すると、充填ライン等での罎体のガイド部分が、

胴部の下端のヒール部分に限定されてしまぅが、凸状横リブの頂壁を平坦な頂壁とし

て長辺側壁と同一平面上になるよぅに形成することにより、ヒール部だけでなく、この

頂壁部分も利用して生産ライン等におけるガイド部分とすることができる。

００7 1 請求項3０記載の発明の手段は、請求項26 27 28または29記載の発明におい
て、減圧吸収パネルの陥没深さの平均値を、長方形状の胴部の短辺側の幅の3～
5 の範囲とすること、にある。

００72 請求項3０記載の上記構成により、陥没深さの平均値を、長方形状の胴部の短辺

側の幅の3～ の範囲とすることにより、角形罎体としての外観やライン適正等の

機能を損なぅことなく、また十分な罎体容量を確保しながら、掴持性を十分に発揮さ

せることができる。

００73 請求項3 記載の発明の手段は、請求項26 27 28 29または3０記載の発明に

おいて、減圧吸収パネルの左右端部のぅち一方の端部近傍での陥没深さを深くして

指掛け部分を形成する構成とすること、にある。

００74 請求項3 記載の上記構成により、陥没深さを深くした端部を指掛け部分にして、こ

の部分に指先を掛けてより確実に、安定して罎体を掴持することができる。

００75 請求項32記載の発明の手段は、請求項3 記載の発明において、平断面において

、一対の指掛け部分を形成する側の段部の立ち上がり基端部間の幅を長方形状の

胴部の短辺側の幅の6０～95 の範囲とすること、

指掛け部分を形成する段部の立ち上がり角度を3０～9０。の範囲とすること、

にある。



００76 請求項32記載の上記構成は、指掛け部分の形状の設計指針に掛かるものであり、

一対の指掛け部分を形成する段部の立ち上がり基端部間の幅、指掛け部分を形成

する段部の立ち上がり角度を上記構成の範囲とすることにより、角形罎体としての外

観を損なぅことなく、罎体容量を確保しながら、大型の罎体でもしっかりと掴持可能な

指掛け部分を提供することができる。

００77 請求項33記載の発明の手段は、請求項26 27 28 29 3０ 3 または32記載

の発明において、減圧吸収パネルの底壁の陥没深さを、左右端部の一方の端部か

ら他方の端部に向けて徐々に浅くすること、にある。

００78 ここで、本発明の罎体では減圧吸収パネルを掴持部として構成するために、段部で

の段差を比較的深く形成する必要があり、減圧状態になった際や、掴持した時、偶

々減圧吸収パネルの周縁の長辺側壁を指先で押圧した場合に、特に左右の段部部

分から隣接する長辺側壁、そして罎体のコーナー側壁にかけての部分で反転状の

座屈変形が発生する傾向にある。

００79 そこで、請求項33記載の上記構成により、左右端部の一方の端部から他方の端部

に向けて徐々に浅くすることにより、一方の段部で段差を高くして掴持性を保持しな

がら、他方の段部で段差を十分低くし、減圧に伴ぅ変形を減圧吸収パネルからこの段

差の低い段部部分を介して隣接する長辺側壁部分にもスムーズに進展させることが

でき、長辺側壁部分においても減圧吸収機能を発揮させて全体としてより大きな減

圧吸収機能を発揮させることができ、その結果、減圧時の変形に伴ぅ上記した座屈変

形を防ぐことが可能となる。

また、このよぅな構成により、減圧吸収パネルの周縁の長辺側壁を指先で押圧した際

の座屈変形を抑制することもできる。

なお、段差の低い側の段部部分での段部の立ち上がり角度をより刀心く設定すること

により、よりスムーズに変形を進展させることができる。

００8０ 請求項34記載の発明の手段は、請求項33記載の発明において、凸状横リブを平

坦な頂壁と、この頂壁と底壁を連結する側壁で構成し、頂壁を長辺側壁と略同一平

面上になるよぅに形成し、側壁の傾斜角度を、減圧吸収パネル左右端部の陥没深さ

の深い一端から浅い他端にかけて徐々に変ィビさせて、陥没深さの浅い端部で傾斜



角度が小さくなるよぅに構成すること、にある。

００8 1 請求項34記載の上記構成により、左右の一方の端部部分で、凸状横リブの側壁が

、傾斜角度が小さくかつ高さを低くして形成されるので、上記した左右一方の段部部

分で段差を十分低くすると云ぅ構成と相侯って、減圧に伴ぅ変形を減圧吸収パネルか

ら隣接する長辺側壁部分によりスムーズに進展させることができる。

００82 請求項35記載の発明の手段は、請求項33または34記載の発明において、内部

の減圧度が上昇した際に、凸状横リブの左右端部のぅちの、減圧吸収パネルの底壁

の陥没深さの浅い側の端部 (以下、「浅い側の端部」と略して記す場合がある。)の陥

没変形を起点とし、この陥没変形が復元可能に端部の周縁に進展する構成とするこ

と、にある。

００83 請求項35記載の上記構成により、凸状横リブの端部はこの凸状横リブが、減圧吸

収パネルを陥没形成する段部に 字状に突接する部分であるが、浅い側の端部で

は、凸状横リブと共に、段部の段差が低く形成されている。

００84 そこで、これら凸状横リブと段部の段差を適宜に低く設定することにより、浅い側の

端部を屈曲状に陥没変形し易くすることができ、罎体内の減圧度が上昇した際に、

優先的にこの浅い側の端部が陥没変形し、これを起点として復元可能に陥没変形を

周縁に進展させることができること、

そして、浅い側の端部の近傍では、凸状横リブと段部の段差を低く設定することによ

り、端部の周縁に陥没変形が進展しても、外観を大きく損なぅものとはならないこと、

が相侯って、大きな減圧吸収機能が発揮される。

００85 請求項36記載の発明の手段は、請求項33 34または35記載の発明において、減

圧吸収パネルに指先を当接して胴部を掴持した際に、この指先の押圧により凸状横

リブの左右端部のぅちの、減圧吸収パネルの底壁の陥没深さの浅い側の端部の陥没

変形を起点とし、この陥没変形が復元可能に該端部の周縁に進展する構成とするこ

と、にある。

００86 請求項36記載の上記構成により、前述した減圧時と同様に、浅い側の端部は、屈

曲状に陥没変形し易くすることができるので、減圧吸収パネルに指先を当てて胴部

を掴持した際に、優先的にこの浅い側の端部の陥没変形を起点とし、復元可能に陥



没変形を周縁に進展させることができる。

００87 そして、上記態様の陥没変形によれば、減圧吸収パネルを利用して胴部を掴持し

た際には、指先の押圧によって、浅い側の端部が優先的に屈曲状に陥没変形し、こ

れを起点として陥没変形が周縁にスムーズに進展するので、他の部分での歪な陥没

変形を効果的に防ぐことができ、外観を大きく損なぅことがない。

００88 また、上記態様の陥没変形よれば、たとえば罎体を浅い側の端部の方向から掴持

する場合に、当接する指先の形状に沿って、凸状横リブ、近傍の段部、そして長辺側

壁部分等が陥没変形するので、手の平に罎体胴部がぅまくフィットする。

００89 請求項37記載の発明の手段は、請求項26 27 28 29 3０ 3 32 33 34

35または36記載の発明において、減圧吸収パネルの底壁に、横方向への滑り止め

機能を発揮する凹凸部を形成すること、にある。

００9０ 請求項37記載の上記構成により、凹凸部により掴持する指先の横方向への滑り止

めの機能が発揮される。

なお、凹凸部としては縦突条、縦溝、階段状の凸部、あるいは凹部等を適宜形成す

ることができる。

発明の効果

００9 1 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 記載の発明にあっては、必要に応じてウェスト部の段差も利用しながら、たと

えば一方の長辺側壁ではウェスト部に第 指の指先を掛け、他方の長辺側壁ではウ

ェスト部に第2指を掛けると共に、第3指と第4指を、あるいは第3指と第4指と第5指

を凹部に掛けて第 指の指先から他の指の指先に至る手全体で罎体胴部をしっかり

掴持することができ、より大型の罎体を、内容物が充填され重量が大きな状態でも、

より安定して掴持することができ、罎体を片手で持ち上げて運んだり、持ち上げた状

態で罎体を傾けて口筒部から内容液を注出することができる。

００92 請求項2記載の発明にあっては、指掛けのための凹部を、その上端部をウェスト部

に連結させた状態で形成すると共に、両凹部と、この両凹部の間の側壁部分で罎体

掴持のためのグリップ部をウェスト部に連結させて形成することにより、掴持した手の



側部、すなわち第 指から第2指等にかけての側部の略全長さ範囲を、周溝状のウエ

スト部に係止状に当てて、安定して罎体を掴持することができる。

００93 また、元々形成されているウエスト部を利用してグリップ部を構成するので、側壁面

の形状を複雑にすることもなく、罎体 自体の剛性、あるいは座屈強度を大きく損なうこ

となく凹部も含めたグリップ部を形成することができる。

００94 請求項3記載の発明にあっては、コーナー側壁により罎体を支える柱部として機能

を発揮させて、罎体の剛性そして、座屈強度を高いレベルで保持することができ、ま

た、このコーナー側壁を利用してグリップ部を構成することにより、より確実に罎体の

胴部を片手で掴持することができる。

請求項4記載の発明にあっては、ウエスト部の上端から下方に至る所定の高さ範囲

において段差状に凹ませて背壁部分を形成することにより、第 指の指先から第2指

等の指先に至る手の側部を下方からウエスト部によりしっかりと係止させるようにして

グリップ部を掴持することができ、片手での掴持性をより安定したものとすることができ

る。

6 請求項5記載の発明にあっては、凹部内に横断状に突条リブを形成することにより

、バックリングを効果的に防止することができ、またウエスト部と、この突条リブの間に

指先を嵌め込むようにして指掛け状態を安定して保持することがきる。

００97 請求項6記載の発明にあっては、補強リブにより、凹部のバックリングに係る補強効

果を発揮させることができる。

００98 請求項7記載の発明にあっては、一対の凹部の底面間に係る横幅を55～7０

背壁部分の上端部近傍の横幅を7０～8０ の範囲とすることにより、多くの人にと

って良好なグリップ性が発揮される。

００99 請求項8記載の発明にあっては、グリップ部の周長を 4０～8０ の範囲とする

ことにより、多くの人にとって良好なグリップ性が発揮される。

「0 0 請求項9記載の発明にあっては、背壁部分をその横幅が下方に向けて拡幅するよ

うに形成することにより、さらに掴持がし易くなり、また座屈強度も向上する。

「0 請求項 O S載の発明にあっては、背壁部分に、左右方向に延びる横リブを形成す
ることにより、グリップ部に作用する把持力により、この背壁部分が妄りに撲み変形し



てグリップ性が低下しないよぅに、あるいは背壁部分の変形により内容液が噴出する

ことがないよぅにすることができる。

０1０2 請求項皿記載の発明にあっては、指掛け用の凹部に連結して減圧吸収パネルを

形成することにより、この凹部も含んだ大きな面積で減圧吸収機能を発揮させること

ができる。

０1０3 請求項 2記載の発明にあっては、減圧吸収パネルを利用して掴持部分とするので

、新たに掴持部分を形成する必要がなく、罎体の形状を大きく変更することなく掴持

部分を形成することができ、そして、大型の罎体では減圧吸収パネルを大きく形成す

ることができ、一方の減圧吸収パネルに親指、対向する減圧吸収パネルに残りの指

先を置いて、手全体で罎体を掴持することができ、また、減圧吸収パネル内で掴持

する高さィ立置を替えて、内容液の残量によって適切な掴持位置を選ぶことができる。

０1０4 請求項 3記載の発明にあっては、縦凸状リブにより、減圧吸収パネルの減圧時に

おける変形態様を一定にして外観が損なわれないよぅにすることができると共に、掴

持する指先での滑り止めの機能が発揮される。

０1０5 請求項 4記載の発明にあっては、減圧吸収パネルの陥没深さの平均値を、長方

形状の胴部の短辺側の幅の3～ の範囲とすることにより、角形罎体としての外観

を損なぅことなく、また十分な容量を確保しながら、掴持性を十分に発揮させることが

できる。

０1０6 請求項 5記載の発明にあっては、縦凸状リブを断続状とすることにより減圧時にお

ける陥没状の変形性を維持することができる。

０1０7 請求項 6記載の発明にあっては、縦凸状リブの欠部の上下方向の長さを、減圧吸

収パネルの上下方向の長さの3０ 以下の範囲とすることにより、指掛け部分としての

機能を十分発揮させることができる。

０1０8 請求項 7記載の発明にあっては、必要に応じて掴持性を考慮して、減圧吸収パネ、

ルを長辺側壁の左右方向にずらしオフセット状に配設することにより、罎体での掴持

性をより向上させることができる。

０1０9 請求項 8 載の発明にあっては、陥没深さを深くした端部を指掛け部分にして、こ

の部分に指先を掛けてより確実に、安定して罎体を掴持することができる。



０11０ 請求項 9記載の発明にあっては、指掛け部分の形状に関連するものであり、

一対の指掛け部分を形成する段部の立ち上がり基端部間の幅、指掛け部分を形成

する段部の立ち上がり角度、および減圧吸収パネルの長辺側壁に対する傾斜角度

を所定の範囲とすることにより、角形罎体としての外観を損なぅことなく、罎体容量を

確保し、減圧吸収機能を十分発揮できる状態で、大型の罎体でもしっかりと掴持可

能な指掛け部分を提供することができる。

０111 請求項2０記載の発明にあっては、短辺側壁に多数の横リブを配設することにより、

減圧吸収パネルを両側から掴んで掴持しても、胴部が押し潰れることがなく、安定し

て掴持状態を維持でき、内容液が吹き出すこともない。

０112 請求項2 記載の発明にあっては、コーナー側壁やウェスト部により、剛性の高い角

形罎体とすることができる。

０113 請求項22記載の発明にあっては、減圧吸収パネルの面積を、この減圧吸収パネ

ルが配設された長辺側壁のウェスト部の下方に位置する部分の面積の3０～9０ の

範囲とすることにより、罎体の剛性を損なぅことのない範囲で減圧吸収機能を十分発

揮せしめ、掴持のための領域を十分確保することができる。

０114 請求項23記載の発明にあっては、指の一部を、ウェスト部に係止させた状態で掴

持することができ、罎体の上下方向の滑りを防いでより安定して罎体を掴持すること

ができる。

０115 請求項24記載の発明にあっては、横溝に指先を嵌入状に当てることにより、罎体を

、正立、倒立、あるいは斜め等のいろんな姿勢で安定して掴持することができる。

０116 請求項25記載の発明にあっては、たとえば、一方の減圧吸収パネルで第 指の指

先をクエスト部に掛けるよぅにして、他方の減圧吸収パネルでは第2指の指先をクエ

スト部に掛けると共に、第3指、あるいは第4指、あるいは双方を横溝に掛けるよぅにし

て、罎体を、正立、倒立、あるいは斜め等のいろんな姿勢でより安定な状態で確実に

掴持することができる。

０117 請求項26記載の発明にあっては、凸状横リブを横断形成することにより、内容液の

加圧充填工程に伴ぅ掴持部とする減圧吸収パネルの反転状の膨出変形を抑制する

機能、および掴持する指先の上下方向への係止機能が発揮される。



０118 請求項27記載の発明にあっては、減圧吸収パネルの上端部をウエスト部に連結さ

せることにより、より大きな面積で掴持機能と減圧吸収機能を発揮させることができる

。また、横溝状の形状を利用してウエスト部においても指先を係止させることができ、

より重心に近い高さ位置で罎体を安定して掴持することができる。

０119 請求項28記載の発明にあっては、ウエスト部に形成した指掛け用のウエスト凹部に

指の一部を嵌入状に当てることができ、罎体をいろんな姿勢でさらに安定して掴持す

ることができる。

０12０ 請求項29記載の発明にあっては、凸状横リブの形成高さを十分大きくして膨出状

の変形に係る抑制機能を、また側壁を利用して指先の上下方向への係止機能を十

分発揮せしめることができ、また、凸状横リブの頂壁を平坦な頂壁として長辺側壁と

同一平面上になるように形成することにより、充填ライン等で、ヒール部だけでなく、こ

の頂壁部分も利用して罎体のガイド部分とすることができる。

０121 請求項3０記載の発明にあっては、減圧吸収パネルの陥没深さの平均値を、長方

形状の胴部の短辺側の幅の3～ の範囲とすることにより、角形罎体としての外観

を損なうことなく、また十分な容量を確保しながら、掴持性を十分に発揮させることが

できる。

０122 請求項3 記載の発明にあっては、陥没深さを深くした端部を指掛け部分にして、こ

の部分に指先を掛けてより確実に、安定して罎体を掴持することができる。

０123 請求項3 2記載の発明にあっては、指掛け部分の形状の設計指針に掛かるもので

あり、一対の指掛け部分を形成する段部の立ち上がり基端部間の幅、指掛け部分を

形成する段部の立ち上がり角度を所定の範囲とすることにより、角形罎体としての外

観を損なうことなく、罎体容量を確保しながら、大型の罎体でもしっかりと掴持可能な

指掛け部分を提供することができる。

０124 請求項3 3記載の発明にあっては、一方の段部で段差を高くして掴持性を保持しな

がら、他方の段部で段差を十分低くし、減圧に伴う変形を減圧吸収パネルからこの段

差の低い段部部分を介して隣接する長辺側壁部分にもスムーズに進展させることが

でき、減圧時の変形に伴う座屈変形を防ぐことができる。

０125 請求項34記載の発明にあっては、左右の一方の端部部分で、凸状横リブの側壁



が、傾斜角度が小さくかつ高さを低くして形成されるので、減圧に伴ぅ変形を減圧吸

収パネルから隣接する長辺側壁部分によりスムーズに進展させることができる。

０126 請求項3 5記載の発明にあっては、凸状横リブの浅い側の端部を屈曲状に陥没変

形し易くすることができ、罎体内の減圧度が上昇した際に、この浅い側の端部が優先

的に陥没変形し、これを起点とし、この陥没変形を復元可能に周縁に進展させること

ができ、また周縁に陥没変形が進展しても外観を大きく損なぅことがないので、大きな

減圧吸収機能が発揮される。

０127 請求項36記載の発明にあっては、減圧吸収パネルを利用して胴部を掴持した際

には、凸状横リブの浅い側の端部が優先的に屈曲状に陥没変形し、これを起点とし

て陥没変形が周縁にスムーズに進展するので、他の部分での歪な陥没変形を効果

的に防ぐことができ、外観を大きく損なぅことがない。

０128 請求項3 7記載の発明にあっては、凹凸部により凹凸部により掴持する指先に係る

横方向への滑り止めの機能が発揮される。

０129 図 本発明の罎体の第 実施例を示す側面図である。

図2 図 の罎体の背面図である。

図3 図 の罎体の正面図である。

図4 図 中の 線に沿って示す(a) 平断面図と、(b)手で掴持した状態を示す

説明図である。

図5 本発明の罎体の第2実施例を示す側面図である。

図6 図5の罎体の背面図である。

図7 本発明の罎体の第3実施例を示す側面図である。

図8 図7の罎体の正面図である。

図9 図7の罎体の平面図である。

図1０図7中の 線に沿って示した罎体の平断面図である。

図11 図 ０において手で掴持した状態を示す説明図。

図12 本発明の罎体の第4実施例を示す側面図である。



図13 図 2の罎体の正面図である。

図14 (a) 図 2中の 線に沿って示す平断面図と、(b) 図 2中のC 線に沿

って示す平断面図である。

図15 図 2の罎体に関して参考のために示す側面図である。

図16 本発明の罎体の第5実施例を示す側面図である。

図17 図 6の罎体の正面図である。

図18 (a) は図 6中の 線、(b) は 線に沿って示す平断面である。

図19 (a) は図 6中のC 線に沿って示す平断面図であり、(b) は手で掴持した状

態を示す説明図である。

図2０図 6中の減圧吸収パネル近傍の (a) は正面図、(b) は (a) 中の に沿って

示す縦断面図である。

図2 1 (a) は図2０(a) 中の 線、(b) は 線に沿って示す平断面図である。

図22 図 6と同じ側面図で、減圧時における陥没変形領域を概略的に示す説明図

である。

図23 本発明の罎体の第6実施例の減圧吸収パネル近傍の (a) 正面図、(b) は (a

) 中の 線に沿って示す縦断面図、(。) 刮 線に沿って示す縦断面図である。

図24 (a) は図23 (a) 中のG 線、(b) は 線に沿って示す平断面図である。

符号の説明

０13０ 罎体

2 口筒部

3 肩部

4 胴部

5 底部

6 シエスト部

6aシエスト凹部

( ) 段部

几側壁

長辺側壁



短辺側壁

C コーナー側壁

2 凹部

2a 2b 2c 小凹部

3 突条リブ

4 補強リブ

4a 突条補強リブ

4b 溝状補強リブ

6 背壁部分

8 横リブ

9 減圧吸収パネル

23 減圧吸収パネル

24 縦凸状リブ

24a 欠部

26 横溝

28 横リブ

29 減圧吸収パネル

33 減圧吸収パネル

33b 底壁

34 凹凸部

36 凸状横リブ

36 頂壁

36s 側壁

37 コーナー部

38 突条

39 減圧吸収パネル

Wa (底面間)横幅

Wb (背壁部分)横幅



(グリップ)周長

G グリップ部

手

指掛け部分

2 長さ

、W W3 幅

a e 陥没深さの平均値

2 角度

S 面積

P P 2 P 3 (立ち上がり) 角度

2 段差

( ) (凸状横リブの)端部

(陥没変形)領域

発明を実施するための最良の形態

０131 以下本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

図 ～図4は本発明の合成樹脂製角形罎体の第 実施例を示すものである。図 ま

側面図、図2は背面図、図3は正面図、図4 (a) は図 中の 線に沿って示す平

断面図、図4 (b) は図4 (a) において手で掴持した状態を示す説明図である。この罎

体 はP 樹脂製の二軸延伸ブロー成形品であり、口筒部2、肩部3、胴部4、底部

5を有する通称容量が2 の角形罎体である。

０132 また、胴部4の平断面形状は略長方形状であり(図4 (a) 参照) 、この胴部4は、長辺

側を形成する一対の長辺側壁 と、短辺側を形成する一対の短辺側壁 S と、隣

接する長辺側壁 と短辺側壁 Sを角取り状に連結する4ケのコーナー側壁

で形成されている。

そして、胴部4の略中央高さィ立置には罎体 の剛性を高くするために周溝状にウェス

ト部6が形成されている。

０133 また、一対の、指掛けのための縦長の凹部 2が、両長辺側壁 の後方 (図 で



は右側) に寄った部分の、ウェスト部6から下方に至る領域部分に、相対向して形成

されている。また、一方の凹部 2から他方の凹部 2に至る側壁皿を、ウェスト部6上

端から下方に至る所定の高さ範囲において段差状に凹ませて背壁部分 6が形成さ

れており、両凹部 2と、この背壁部分 6でグリップ部Gが構成されている (図4 (a) 中

の白抜き矢印参照)。

０134 そして、凹部 2内には、横断状に突条リブ 3と、その下に補強リブ 4の一形態で

ある突条補強リブ 4aが形成されており、凹部 2を縦方向に上から頃に3つの小凹

部 2a 2b 2cに分割するよぅにしている。この突条リブ 3と突条補強リブ 4aは

掴持する際の各指の配置を決める機能、指の罎体下方への滑り止め機能、そして、

凹部 2のバックリングを防止するための補強機能を発揮する。

０135 また、背壁部分 6には、左右方向に延びる横リブ 8が多数 (本実施例では4ケ)形

成されており、これによりグリップ部Gに作用する把持力により、この背壁部分 6が妄

りに撲み変形してグリップ性が低下しないよぅに、あるいは背壁部分 6の瞬時の変形

により内容液が噴出することがないよぅにすることができる。また、背壁部分 6は、そ

の横幅が下方に向けて拡幅するよぅに形成されており、これにより、さらに掴持がし易

くなり、また座屈強度も向上する。

０136 また、各長辺側壁 と短辺側壁 S にはそれぞれウェスト部6の上下に減圧吸

収パネル 9が形成されている。その中で長辺側壁 のウェスト部6の下方では、

凹部 2の形成が減圧吸収パネル 9の減圧吸収機能を損なわないよぅに、凹部 2

に連結して減圧吸収パネル 9を形成し、この凹部 2も含む大きな面積で減圧吸収

機能が十分発揮されるよぅにしている。

０137 本実施例の角形罎体の各部分の具体的な寸法を下に示す。

・罎体高ぎ 3０5

・胴部4の長辺側横幅几０6 、短辺側横幅 g０

・一対の凹部 2底面間に係る横幅Wa 6 2

・背壁部分 6の上端部近傍の横幅W 73

・グリップ部Gの周長 45

なお、Wa Wb については図4 (a) 参照。



０138 本実施例の罎体 を掴持する際には、たとえば、一方の凹部 2では第 指の指先

を小凹部 2aに掛けて、他方の凹部 2では第2指の指先を小凹部 2aに、次に第3

指の指先を小凹部 2bに、さらに第4指と第5指の指先を小凹部 2cに掛けて掴持

することができる (図 、および図4 (a 、( ) 参照)。

０139 そして、図4 b に示されるように、グリップ部Gを掴持することにより第 指の指先か

ら根元に至る部分、第2指の指先から根元に至る部分の側部を、ウエスト部6に下方

から当接するようにしっかりと係止させることができ、指が罎体 上方へ、ずれたり、滑

ったりするのを確実に防ぐことができる。

また、突条リブ 3と突条補強リブ 4aは罎体 下方への、ずれ、あるいは滑りを効果

的に止めることができ、たとえば内容液を注ぐときに罎体 を倒立に近い姿勢に傾け

た際にも片手で安定して掴持することができる。

なお、勿論のことであるが小凹部 2a 2b 2cへの各指の配置は上記のような配

置に限定されるものではなく使用者が使用時の状況に応じて、意識的に、あるいは

無意識に選択するものである。

０14０ 次に図5と図6は本発明の合成樹脂製角形罎体の第2実施例を示す側面図と背面

図で、この罎体 は上記した第 実施例の罎体 において、凹部 2のバックリングを

防止するための補強方法の他の例を示すものである。本実施例では、第 実施例に

おける凹部 2内の突条補強リブ 4aの替わりに、溝状補強リブ 4bを形成している。

０14 1 第 実施例の突条リブ 3と突条補強リブ 4aのように突条部分を複数形成すると、

凹部 2における指の位置決めを明確にすることができるが、一方で、たとえば指の

太さ等の個人差があるので凹部 2に指を進入させる際に煩わしさを感じる場合があ

る。その点、本実施例のように突条補強リブ 4aの替わりに溝状補強リブ 4bとするこ

とにより指先を自然に凹部 2に進入させることができる。

ここで、溝状補強リブ 4bの、指先の罎体 下方への滑りを止める効果は小さいので

突条リブ 3は残しておくのが好ましい。

０142 次に、図7～図皿は本発明の合成樹脂製角形罎体の第3実施例を示すものである

。図7は側面図、図8は正面図、図9は平面図、そして図 ０は図7中の 線に、ァ合

って示す平断面図である。



この罎体 はP 樹脂製の二軸延伸ブロー成形品であり、口筒部2、肩部3、胴部4

、底部5を有し、通称容量が2 の角形罎体である。胴部4は一対の長辺側壁 と、

一対の短辺側壁 S と、これらを角取り状に連結する4ケのコーナー側壁 Cで形

成されており、図9あるいは図 ０に示すよぅにその平断面形状は長方形状である。ま

た、胴部4の略中央高さィ立置には罎体 の剛性を高くするために周溝状にウェスト部

6が形成されている。

０ 43 そして、長辺側を形成する幅広の長辺側壁 には、ウェスト部6の下方に掴持部

として利用する減圧吸収パネル23がその周囲を段部 ０により囲った状態で凹状に

形成されている。また、ウェスト部6の上方には従来より使用されている通常の減圧吸

収パネル29が形成されている。

減圧吸収パネル23は、罎体 を手で確実に、安定して掴持できるよぅにしたものであ

り、次の ( )～(4) に示すよぅに、特徴的な形状に係る構成を有し、その作用効果が

発揮される。

０144 ( )減圧吸収パネル23内に、中央高さィ立置に欠部24a を形成し、断続状にした縦

凸状リブ24を並列状に4本配設する。

この構成より縦凸状リブ24 により、大きな面積の減圧吸収パネル23の減圧吸収時に

おける変形態様を一定にして外観性が損なわれないよぅにすることができると共に、

掴持する指先の滑り止めの機能が発揮される。また、欠部24a を適宜形成して縦凸

状リブ24を断続状とすることにより減圧時における陥没状の変形性を大きく損なぅこと

がなく減圧吸収機能を十分に発揮せしめることができる。そして、減圧吸収パネル23

は比較的大きな面積であるので、減圧吸収パネル23内でたとえば掴持する高さ位置

を替えることができ、内容液の量によって適切な掴持位置を選ぶことができる。

ここで、縦凸状リブ24の配設本数は罎体 の大きさ、減圧吸収パネル23の大きさ等

により適宜決めることができる設計事項であり、また欠部24a を形成する場合は、 力

所に限定されるものではなく複数形成することもでき、減圧吸収パネル23の減圧吸

収時における変形態様と減圧吸収性のバランスを考慮して決めることができる。

０ 45 (2 減圧吸収パネル23の左右端部のぅち一方 (図7では左側 の端部近傍での陥

没深さを深くし、他端に向かって徐々に浅くする形状とする (図 ０も参照)。



この構成により、図皿の説明図に示したよぅに、指先を陥没深さを深くした端部であ

る指掛け部分 に引っ掛けるよぅにして手 で罎体 をよりしっかりと掴持できるよぅに

することができる。また、図皿中に示したグリップ部Gを手の平で掴むよぅにして罎体

の胴部4をよりしっかりと掴むこともできる。

ここで、減圧吸収パネル23の陥没深さを一定深さにするか、上記のよぅに左右端部

のぅち一方の端部近傍での陥没深さを深くするかは、減圧時の変形性、罎体 の大き

さ、重量を考慮して決めることができる。

０146 (3) 減圧吸収パネル23の配設位置を長辺側壁 の左右中央位置から少しずら

してオフセット状とする (図7では少し右側にずれている。)。

この構成により、本実施例では指先が指掛け部分 に引っ掛け易くなるよぅにしてい

る。(図皿参照)

ここで、減圧吸収パネル23の配設位置は設計事項であり、指掛け部分 の有無、罎

体 の大きさ、減圧吸収パネル2 3の大きさに等によって左側にずらすこともできるし、

中央位置のままとすることもできる。また、内容液の残量、掴持姿勢に応じて、指掛け

部分 でなく縦凸状リブ24 に指を掛けて掴持することもできる。

０147 (4)減圧吸収パネル23の上端部をウェスト部6に懸かるよぅにする。

この構成により、掴持した指の一部をウェスト部6の段部に当接させることができ、罎

体 の上下方向の滑りをより確実に防ぐことができる。

０148 また、短辺側壁 S には横リブ28が多数形成されており、この短辺側壁 Sの特

に横方向の圧縮状の荷重に対する面剛性を高くするよぅにしている。このため、一対

の減圧吸収パネル23を利用して罎体 の胴部4を手で掴んだ際に胴部4が潰れるの

を防ぐことができる。ここで胴部4が潰れてしまぅと、安定した掴持性が損なわれると共

に、内容液が吹き出す等の不都合が起きてしまぅ。

０149 本実施例の角形罎体の各部分の具体的な寸法、面積、角度を下に示す。

・罎体高ぎ 3０5

・胴部4の長辺側幅W ０6 5 、短辺側幅W2 9０ 5

・長辺側壁 のウェスト部6の下方に位置する部分 (図7中のハソチングした領域

の面積S 74 2０



・減圧吸収パネル2 3の面積 5 44０

・減圧吸収パネル2 3の上下方向の長さ 9 5

・減圧吸収パネル2 3の陥没深さの平均値 a e 3

・縦凸状リブ24の欠部24a の上下方向の長さ 2 5

・一対の指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり基端部間の幅W3 (図 ０参照

) 72

・指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり角度 (図 ０参照 6０

・減圧吸収パネル2 3の長辺側壁 に対する傾斜角度 2 (図 ０参照) 7 。
・5

０15０ ここで、罎体の高さ、胴部4の幅W W2等は角形罎体の容量が決まれば、基本的

に決められる寸法であるが、その他の寸法、面積、角度は、角形罎体としての罎体

の外観が損なわれないこと、罎体容量が確保できること、減圧吸収パネル2 3に関し、

減圧吸収機能が十分発揮されること、罎体 の剛性を損なわないこと、そして掴持部

分としての機能が十分発揮されること等を考慮した以下に示す( )～(6) の設計指針

に沿ってその値を設定したものである。

( )減圧吸収パネル2 3の陥没深さの平均値 a eを、胴部4の短辺側幅W2の3～
5 の範囲とする。 本実施例の罎体 では7 である。

(2) 縦凸状リブ24の欠部24a の上下方向の長さ 2を、減圧吸収パネル2 3の上下方

向の長さ の3０ 以下の範囲とする。本実施例の罎体 では である。

(3) 一対の指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり基端部間の幅W3を、胴部

4の短辺側幅W2の5０～9０ の範囲とする。本実施例の罎体 では8０ である。

(4)指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり角度 を、3０～9０。の範囲と

する。本実施例の罎体 では6０。である。

(5) 減圧吸収パネル2 3の長辺側壁 に対す 。
る傾斜角度 2を、9 以下の範囲

。
とする。本実施例の罎体 では7・5 である。

(6) 減圧吸収パネル2 3の面積を、長辺側壁 のウェスト部6の下方に位置する部

分の面積 の3０～9０ の範囲とする。本実施例の罎体 では7０ である。

なお、必ずしも上記設計指針のすべてを満足する必要はなく、罎体容量、使用態様

を考慮し、いくつかの指針を組み合わせて各部分の形状を決めることができる。



０151 次に、図 2～図 4は本発明の合成樹脂製角形罎体の第4実施例を示すものであ

る。図 2は側面図、図 3は正面図、図 4 (a は図 2中の 線に沿って示す平

断面図、そして図 4 (b) は図 2中のC 線に沿って示す平断面図である。

この罎体 は、掴持部分となる減圧吸収パネル23の形状、通常の減圧吸収パネル2

9の形状、この減圧吸収パネル29が長辺側壁 のウエスト部6の上方に配設され

ると共に、短辺側壁 Sのウエスト部6の上、下にも配設されている点、肩部3の形状

等において第3実施例の罎体とは相違しているが、その全体的な形状と寸法は第3

実施例の罎体と同様であり、P 樹脂製の二軸延伸ブロー成形品である。

０152 また、掴持部分となる減圧吸収パネル23についてみると、上端部をウエスト部6に

懸かるようにした形成領域、左右中心からオフセットしている点、左右端部のうち一方

(図 2では左側) の端部近傍での陥没深さを深くし、他端に向かって徐々に浅くする

形状として指掛け部分 を形成している点では第3実施例の罎体と略同一であるが、

減圧吸収パネル23の略中央高さ位置に指掛けのための横溝26が全幅に亘って形

成されている点が特徴的である。

なお、縦凸状リブ24 は横溝26で断続状になって4本配設されている。

０153 また、減圧吸収パネル23の上方に、横溝状のウエスト部6をさらに深くして指掛け

用のウエスト凹部6a (図 4 (b)参照) を形成するようにしている。(なお図 5に、参考

のために、このウエスト凹部6aを形成していない罎体の側面図を示す。)

０154 すなわち、本第4実施例の罎体 の特徴は、上記した横溝26とウエスト凹部6aによ

り指当て部分の係止作用を強ィビした構成としたことにある。

たとえば、一方の減圧吸収パネル23で第 指の指先をウエスト部6に形成されたウエ

スト凹部6aに嵌入状に当てるようにして、他方の減圧吸収パネル23では第2指の指

先をこのウエスト凹部6aに当てると共に、第3指、あるいは第4指、あるいは双方を嵌

入状に横溝26に当てるようにして、罎体 を、正立、倒立、あるいは斜め等のさまざま

な姿勢でより安定して確実に掴持することができる。

０155 ここで、この横溝26により、内容液の充填時の圧力による、または内容液を密封し

た状態での殺菌あるいは内容液を暖める等の目的で内容液を高温にした際の内圧

上昇に伴う減圧吸収パネルの膨出状の変形を抑制することも可能であり、横溝26の



幅、深さ、断面形状、形成高さィ立置等は、掴持部分としての機能、減圧吸収機能、膨

出変形の抑制効果等を考慮して適宜決めることができる設計事項であり、さまざまバ

リエーションがある。

また横溝26は ケに限定されるものではなく、掴持性等を考慮して複数形成すること

もできる。

０156 次に、図 6～図22は本発明の合成樹脂製角形罎体の第5実施例を示すものであ

る。図 6は側面図、図 7は正面図、図 8は図 6 中の 線および 線に沿

って示す平断面図、そして図 9 (a) は図 6 中のC 線に沿って示す平断面図で

ある。

この罎体 はP 樹脂製の二軸延伸ブロー成形品であり、口筒部2、肩部3、胴部4

、底部5を有し、通称容量が2 の角形罎体である。そして、胴部4は一対の長辺側壁

と、一対の短辺側壁 S と、これらを角取り状に連結する4ケのコーナー側壁皿

Cで形成されており、図 8に示すよぅにその平断面形状は長方形状である。

また、胴部4の略中央高さィ立置には罎体 の剛性を高くするために周溝状にウェスト

部6が形成されている。

０157 そして、長辺側を形成する長辺側壁 には、その上端部をウェスト部6に連結さ

せた状態で、ウェスト部6の下方に、このウェスト部6と共に掴持部として利用する減

圧吸収パネル3 3が、周囲を段部 ０により囲った状態で陥没形成されている。またウ

ェスト部6の上方には従来より使用されている通常の減圧吸収パネル3 9が形成され

ている。

０158 掴持部として利用する減圧吸収パネル3 3は、罎体 を手で確実に、安定して掴持

できるよぅにしたものであり、次に説明する ( ) (2) (3) の特徴的な形状を有し、そ

の機能を発揮する。

なお、図2０および図2 は図 6 中の減圧吸収パネル3 3近傍の形状を取り出して示

すものであり図2０(a) は正面図、図2０(b) は図2０(a) 中の に沿って示す縦断

面図であり、図2 (a) は図2０(a) 中の 線、図2 (b) は 線に沿って示す平

断面図である。

０159 ( )減圧吸収パネル3 3内の略中央高さィ立置に、この減圧吸収パネル3 3の底壁3 3



bを縦断面で見て凸状に底上げして凸状横リブ36を横断形成している。この凸状横リ

ブ36は、平坦な頂壁36 と、所定の傾斜角度 (本実施例では5０。 )で頂壁36 と底

壁3 3bを連結する側壁36s で構成されており、頂壁36 は長辺側壁 と同一平面

にある (図2 (a) (b)参照)。

そして、凸状横リブ3 6は、横リブとしての機能を発揮して、内容液の充填ラインにお

いて、加圧充填時の内圧上昇による減圧吸収パネル3 3の反転状の膨出変形を抑制

する。

また、頂壁36 を長辺側壁と同一平面上になるよぅに形成することにより、この頂壁36

部分を生産ライン等におけるガイド部分として利用することができる。

０16０ ここで、本実施例では凸状横リブ36の横リブとしての機能を十分発揮せしめるため

、頂壁36 を長辺側壁 と同一平面にしているので減圧吸収パネル3 3は上下に

分断されているが、減圧吸収機能はこの凸状横リブ36も含めて減圧吸収パネル3 3

全体で発揮される。

０161 なお、凸状横リブ36の幅、形成高さ、断面形状、形成位置等は、膨出変形の抑制

機能、指先の係止機能、そして減圧吸収機能等を考慮して適宜決めることができる

設計事項であり、さまざ砂 リエーションがあり、また凸状横リブ36は ケに限定される

ものではなく、複数形成することもできる。

また、たとえば、凸状横リブ3 6の頂壁36 を長辺側壁 から若干凹ませることにより

、減圧吸収パネル3 3を上下に分断することなく構成することもでき、その際には、膨

張変形の抑制機能、上記したガイド部分としての機能は低下するが、減圧吸収機能

を向上させることができる。

０162 (2) 図 9 (a) 、図 b) 、図2 (b) にも示されるよぅに、減圧吸収パネル3 3の左右

端部の一方、図中では左側の段部 ０の段差を大きくし、他方、図中では右側の段

部 の段差を小さくし、底壁3 3bは左から右に向けてその陥没深さを直線状に徐

々に浅くするよぅにしている。

また、底壁3 3bには、横方向への滑り止めの機能を発揮するための階段状の凹凸部

34が形成されている。

０163 上記のよぅに、減圧吸収パネル3 3の左側の段部 の段差を大きくすることにより



、図 b の説明図に示したように、指先を陥没深さを深くした端部である指掛け部

分 に引っ掛けるようにして手の平で罎体 をよりしっかりと掴持できるようにすること

ができる。また、図 9 (b) 中に示したグリップ部Gを手の平で掴むようにして罎体 の

胴部4をよりしっかりと掴むこともできる。

なお、図 9 (b)のように掴持する場合には、一対の底壁3 3b間の掴持幅が右側から

左側に向けて縮幅テ一パー状となり、指先が左方向へ横滑りしやすいが、底壁3 3b

に形成した凹凸ｧ 34によりその滑りを効果的に止めることができる。

０164 (3) 減圧吸収パネル3 3の上部がウエスト部6に懸かるように形成されており、また横

溝状のウエスト部6をさらに深くして指掛け用のウエスト凹部6a (図 8 (b) 、図2０(a)

(b) 、図2 (a) 等参照) を形成している。

この構成により、掴持した指の一部をこのウエスト凹部6aに嵌入状に当てることがで

き、罎体 の上下方向の滑りをより確実に防ぐことができる。

０165 ここで、本実施例における罎体 の標準的な掴持例は、図 9 (b) に示したようなも

のである。この際、一方の長辺側壁 で第 指の指先をウエスト部6に形成された

ウエスト凹部6aに嵌入状に当てるようにして、他方の長辺側壁 では第2指の指先

をこのウエスト凹部6aに当てると共に、第3指を減圧吸収パネル3 3の凸状横リブ36

の上部分に、そして第4指と第5指を、減圧吸収パネル3 3の凸状横リブ36の下部分

に、凸状横リブ36の側壁365 を係止部として利用しながら当てるように掴持することに

より、罎体 を、正立、倒立、あるいは斜め等のさまざまな姿勢でより安定して確実に

掴持することができる。

０166 但し、勿論のことではあるが、罎体 の掴持の仕方は限定的なものではなく、使用す

る人により、また内容液の残量によりさまざまな態様とすることができ、たとえば図 (

b) には左側から、指掛け部分 を利用するように掴持した状態が示されているが、凸

状横リブ36の係止機能等を利用すれば、向き、あるいは高さ位置を気にすることなく

掴持しても一定の掴持性が確保される。

たとえば、胴部4の横幅、使用する人の手の平の大きさによっては、右側から掴持し

た方が掴持性が良い場合もある。

０167 ここで、本実施例の角形罎体の各部分の具体的な寸法、角度を下に示す。



・罎体高ぎ 3０3

・胴部4の長辺側幅W ０6 、短辺側幅W2 g０

・減圧吸収パネル3 3の陥没深さの平均値 6

・一対の指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり基端部間の幅W3 (図 9 (a)

参照) 72

・指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり角度 (図 9 (a) 参照) 6０

０ 68 罎体の高さ、胴部4の幅W W2等は角形罎体の容量が決まれば、基本的に決め

られる寸法であるが、その他の寸法、角度は、角形罎体としての罎体 の外観が損な

われないこと、罎体容量が確保できること、減圧吸収パネル3 3に関し、減圧吸収機

能が十分発揮されること、罎体 の剛性を損なわないこと、そして掴持部分としての機

能が十分発揮されること等を考慮した以下に示す( )～(3) の設計指針に沿ってそ

の値を設定したものである。

( )減圧吸収パネル3 3の陥没深さの平均値を、胴部4の短辺側幅W2の3～ の

範囲とする。 本実施例の罎体 では6・8 である。

(2) 一対の指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり基端部間の幅W3を、胴

部4の短辺側幅W2の6０～9 5 の範囲とする。本実施例の罎体 では8０ である。

(3) 指掛け部分 を形成する段部 ０の立ち上がり角度 を、3０～9０。の範囲

とする。本実施例の罎体 では6０。である。

なお、必ずしも上記設計指針のすべてを満足する必要はなく、罎体容量、使用態様

を考慮し、いくつかの指針を組み合わせて各部分の形状を決めることができる。

０169 ここで、上記説明した第5実施例の罎体について、図22を参照しながら罎体内の減

圧度が上昇にした際の陥没変形の態様について説明する。

凸状横リブ36の端部 はこの凸状横リブ36が、減圧吸収パネル3 3を陥没形成する

段部 ０に 字状に突接する部分であるが、底部3 3bの陥没深さが浅い側 (図22中

では右側) の端部 では、凸状横リブ36と共に、段部 ０の段差が低く形成されてお

り、この端部 は屈曲状に陥没変形し易くなっている。

０ 7０ このため、罎体が減圧状態になると、まず胴壁全体による減容変形が発生するが、

さらに減圧度が上昇すると、上記した端部 が、優先的に図中の2点鎖線で示され



る方向に沿って屈曲状に陥没変形し、この屈曲した部分を起点とし、さらに陥没変形

が周縁の領域 (図中ハッチングで示した領域) に進展する。

０171 この上記した態様の陥没変形は、ちょぅど陥没深さの深い側の端部 を固定端(軸

)として、凸状横リブ36と共に、減圧吸収パネル3 3全体をドア状に罎体内側に押し込

むよぅな変形であり、罎体 の内容積を効果的に減容させることができる。そして、この

よぅに内容積を大きく減容するのにかかわらず、一方では、端部 の近傍で凸状横

リブ36と段部 ０の段差を低く設定することにより、この端部 の周縁に陥没変形が

進展しても、外観を大きく損なぅものとはならず、大きな減圧吸収機能が発揮されるこ

とになる。

０172 また、上記のよぅに第5実施例の罎体では、凸状横リブ36の端部 が屈曲状に陥

没変形し易くなっていることにより、減圧吸収パネル3 3に指先を当てて胴部4を掴持

する際にも、この端部 が優先的に屈曲状に陥没変形し、これを起点とし、陥没変

形が周縁部分にスムーズに進展する。

そして前述したよぅに上記の態様の陥没変形は内容積を十分に減容するものであり、

他の部分での歪な陥没変形を効果的に防ぐことができ、外観を大きく損なぅことがな

０173 また、たとえば胴部4を右側から掴持する場合には、端部 が、優先的に屈曲状

に陥没変形し、この屈曲した部分を起点とし、さらに陥没変形が周縁の領域 に進展

するれづ変形態様に従って、当接する指先の形状に沿って、凸状横リブ36、近傍の

段部 ０、そして長辺側壁 部分等が陥没変形するので、手の平に、罎体 の胴部

4をぅまくフィットさせることができる。

０174 次に、図23と図24 は本発明の合成樹脂製角形罎体の第6実施例の減圧吸収パネ、

ル3 3近傍を取り出して示したものである。この第6実施例の罎体は、前述した第5実

施例の罎体において減圧吸収パネル3 3の形状を変更したものであり、図23 (a) は減

圧吸収パネル3 3近傍の正面図、(b) は (a) 中の 線に沿って示す縦断面図、(c)

刮 線に沿って示す縦断面図であり、図24 (
")
は図23 (

")
中のG 線、(b) は

線に沿って示す平断面図である。

０175 本発明の罎体では前述したよぅに減圧吸収パネル3 3を掴持部として構成するため



に、段部 ０での段差を比較的深く形成するので、減圧状態における罎体 の減容変

形に伴ぅ減圧吸収パネル3 3の陥没状の変形をスムーズに周縁部の長辺側壁 に

進展させることが比較的難しく、特に減圧吸収パネル3 3の左右に隣接する長辺側壁

からコーナー側壁 C にかけての部分で反転状に座屈変形が発生しやすくな

るが、図23と図24 に示す減圧吸収パネル3 3は減圧吸収機能をより効果的に発揮さ

せて、減圧度の上昇に伴ぅ座屈変形を防ぐことを意図したものである。

０176 そして、この第6実施例の罎体 の減圧吸収パネル3 3の形状の特徴は下記の ( )

(2) (3) に示される点にある。

( )減圧吸収パネル3 3の左右に位置する段部 ０部分の段差のぅち、右側の段部 ０

部分の段差 2 (図24 (b)参照) を ・5 と低く、この段部 部分の立ち上がり

。角度を4 3 と 心くする。

因みに第5実施例の減圧吸収パネル3 3では、段部 部分の段差 (図2 (b)参

照) は3 、立ち上 。がり角度は6 2 である。

(2) 凸状横リブ36の側壁365 の立ち上がり角度 (傾斜角度) を減圧吸収パネル3 3の

左側から右側に向けて徐々に変ィビさせて (5 7。 。
づ 8 )右側端部で角度が小さくな

るよぅにする。(図23 (b 、(c) の立ち上がり角度P 2 P3参照)

因みに、第5実施例の減圧吸収パネル3 3では側壁 6sの立ち上がり角度P (図2０(

b)参照) は一定で、5
。０ である。

(3) 側壁36s と右側の段部 で形成されるコーナー部3 7に、壁を屈曲させて三日

月状の突条38を形成する (図23 (a) (c) 参照)

０177 そして、上記 ( 、(2 、(3) の構成の作用効果が相侯って、減圧状態における罎

体 の減容変形に伴ぅ減圧吸収パネル3 3の陥没状の変形を、右側の段部 部分

を介して隣接する長辺側壁 にスムーズに進展させることができ、減圧吸収機能を

より効果的に発揮させることができる。

０178 さらに、詳述すれば、

上記 ( ) により、減圧状態における罎体の減容変形に伴ぅ減圧吸収パネル3 3の陥没

状の変形を、段差を低くし、傾斜角度を小さくした右側の段部 部分を介して、こ

の段部 に隣接する長辺側壁 部分にもスムーズに進展させて、減圧吸収機



能をより効果的に発揮させることができる。

また、(2) により側壁365 の右側端部はその立ち上がり角度が小さく、かつその高さが

低いので、上記の変形の進展をコーナー部3 7からもスムーズに長辺側壁 部分

に進展させることができ、このコーナー部3 7近傍での座屈変形を効果的に抑止する

ことができる。

また、(3) により、コーナー部3 7に形成された突条38が伸展変形できるので、上記 (

2 の作用効果をより確実に達成することができる。

０179 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、

本発明の実施態様は上記実施例に限定されるものではない。

本発明はP 樹脂製以外の合成樹脂製の罎体にも適用でき、罎体の容量も2 に

限定されるものではなく、さらに大型の罎体においても、その良好な掴持性が発揮さ

れる。

０18０ また、本発明のグリップ部に係る凹部の形状あるいはその形成位置はさまざまのバ

リエーションを有するが、罎体がさらに大型になれば、凹部の形成位置をより後方に

寄せる等することにより、良好な掴持性を確保することができる。

また、上記実施例では減圧吸収パネルの上端部をウェスト部に連結して形成する例

を説明したが、この減圧吸収パネルをウェスト部から切り離して形成することもできる。

産業上の利用可能，性

０181 以上説明したよぅに、本発明の角形罎体は減圧吸収パネルを利用する等により、罎

体の形状を大きく変更することなく胴部に十分に掴持性が発揮される掴持部を形成

したものであり、特に大型の角形罎体の分野で幅広い用途展開が期待される。



請求の範囲

平断面形状が長方形状の胴部(4)を有し、該胴部(4)の中央高さィ立置に周溝状のウェ
スト部(6)を有する角形罎体であって、前記長方形状の長辺側を形成する一対の長辺

側壁(11 )の前記ウェスト部(6)の下方に位置する所定領域部分に、指掛けのための

一対の凹部(12)を、該一対の凹部(12)の少なくとも一方に複数の指先が指掛け可能

に形成し、前記一対の凹部(12)により罎体を掴持するための掴持部分を構成した合

成樹脂製角形罎体。

2 凹部(12)を、上端部をウェスト部(6)に連結させた状態で形成し、一対の凹部(12)と、

該一対の凹部(12)の間の側壁(11)部分で罎体掴持のためのグリップ部(G)を前記ウェ
スト部(6)に連結させて形成する構成とした請求項 記載の合成樹脂製角形罎体。

3 胴部(4)が、一対の長辺側壁(11 )と、短辺側を形成する一対の短辺側壁( 15)と、隣

接する前記長辺側壁( )と短辺側壁 ( )を角取り状に連結する4ケのコーナー側

壁 で形成される構成とした請求項2記載の合成樹脂製角形罎体。

4 一方の凹部(12)から他方の凹部(12)に至る側壁(11)を、ウェスト部(6)ｱ端から下方に

至る所定の高さ範囲において段差状に凹ませて背壁部分(16)を形成し、前記両凹部

(12)と背壁部分(16)でグリップ部(G)を構成した請求項2または3記載の合成樹脂製角

形罎体。

5 凹部(12)内に、横断状に、該凹部(12)を補強すると共に、ウェスト部(6)との間で指掛

け状態を安定にするための突条リブ(13)を形成した請求項2、3または4記載の合成

樹脂製角形罎体。

6 凹部(12)内に、横断状に、該凹部(12)を補強する補強リブ(14)を形成した請求項2、3

、4または5記載の合成樹脂製角形罎体。

7 両凹部(12)の底面間に係る横幅(Wa)を55～7０ 、背壁部分(16)の上端部近傍の

横幅㎝助を7０～8０ の範囲とした請求項4、5または6記載の合成樹脂製角形罎

体。

8 一方の凹部(12)から背壁部分(16)を経由して他方の凹部(12)に至るグリップ部(G)の

周長( g)を 4０～8０ の範囲とした請求項4、5、6または7記載の合成樹脂製角

形罎体。



9 背壁部分(16)を、その横幅が下方に向けて拡幅するよぅに形成した請求項4、5、6、

7または8記載の合成樹脂製角形罎体。

０ 背壁部分(16)に、左右方向に延びる横リブ(18)を形成した請求項4、5、6、7、8また

は9記載の合成樹脂製角形罎体。

長辺側壁(11 )のウェスト部(6)の下方に、凹部(12)に連結して減圧吸収パネル(19)を

形成した請求項2 R R 9または ０記載の合成樹脂製角形罎体。

2 長辺側壁(11 )部分に段部 (1０)により周囲を囲って凹状に形成した減圧吸収パネル

を凹部(12)とした請求項 記載の合成樹脂製角形罎体。

3 減圧吸収パネル(23)内に縦凸状リブ(24)を配設する構成とした請求項 2記載の合成

樹脂製角形罎体。

4 減圧吸収パネル(23)の陥没深さの平均値(Dave)を、長方形状の胴部(4)の短辺側の

幅( )の3～ の範囲とした請求項 3記載の合成樹脂製角形罎体。

5 縦凸状リブ(24)を上下方向に断続状に形成した請求項 3または 4記載の合成樹脂

製角形罎体。

6 下方向に断続状に形成された縦凸状リブ(2 )の欠部(24 )の上下方向の長刮 2)を

載の合成樹脂製角形罎体。

7 減圧吸収パネル(23)を、長辺側壁(11 )の左右中心からオフセット状に配設した請求

項、 3 4 5または 6記載の合成樹脂製角形罎体。

8 減圧吸収パネル(23)の左右端部のぅち一方の端部近傍での陥没深さを深くして指掛

け部分( )を形成する構成とした請求項 3 4 5 6または 7記載の合成樹脂

製角形罎体。

9 平断面において、一対の指掛け部分( )を形成する段部 (1０)の立ち上がり基端部間

の幅(W3)を長方形状の胴部(4)の短辺側の幅(W2)の5０～9０ の範囲とし、前記指

掛け部分( )を形成する段部 (1０)の立ち上がり角度(TH )を3０～9０。の範囲とし、減

圧吸収パネル(23)の陥没深さを左右端部の一方から他方にかけて直線状に深くして

、該減圧吸収パネル(23)の長辺側壁( )面に対する傾斜角度(TH2)
。を9 以下の範

囲とした請求項 8記載の合成樹脂製角形罎体。



2０ 長方形状の短辺側を形成する一対の短辺側壁 ( 15)に多数の横リブ(28)を配設した

請求項 3 4 5 6 7 8または 9記載の合成樹脂製角形罎体。

2 胴部(4)が、一対の長辺側壁(11 )と、短辺側を形成する一対の短辺側壁( 15)と、隣

接する前記長辺側壁( )と短辺側壁 ( )を角取り状に連結する4ケのコーナー側

壁 で形成される構成とした請求項 3 4 5 6 7 8 9または2０記載

の合成樹脂製角形罎体。

22 減圧吸収パネル(23)の面積を、該減圧吸収パネル(23)が配設された長辺側壁(11 )

のウェスト部(6)の下方に位置する部分の面積( )の3０～9０ の範囲とした請求項

3、 4 5 6 7 8 9 2０または2 記載の合成樹脂製角形罎体。

23 減圧吸収パネル(23)を上端部がウェスト部(6)に懸かるよぅに配設した請求項 3 4

5 6 7 8 9 2０ 2 または22記載の合成樹脂製角形罎体。

24 減圧吸収パネル(23)内の所定高さ位置に指当て用の横溝(26)を形成した請求項 3

4 5 6 7 8 9 2０ 2 22または23記載の合成樹脂製角形罎体。

25 減圧吸収パネル(23)を、ウェスト部(6)の下方に上端部が該ウェスト部(6)に懸かるよぅ

に配設し、横溝(26)を減圧吸収パネル(23)の全幅に亘って形成した請求項24記載の

合成樹脂製角形罎体。

26 減圧吸収パネル(33)内の所定高さィ立置に、該減圧吸収パネル(33)の底壁(33b)を縦

断面で見て凸状に底上して凸状横リブ(36)を横断形成する構成とした請求項 2記載

の合成樹脂製角形罎体。

27 上端部がウェスト部(6)に連結した状態で減圧吸収パネル(33)を形成した請求項26

記載の合成樹脂製角形罎体。

28 ウェスト部(6)の連結部分に、該ウェスト部(6)の横溝状の形状をさらに深くして指掛け

用のウェスト凹部(6
)を形成した請求項27記載の合成樹脂製角形罎体。

29 凸状横リブ(36)を、平坦な頂壁(36 )と、所定の傾斜角度で該頂壁(36 )と底壁(33b)と

を連結する側壁(365)で構成し、前記頂壁(36 )を長辺側壁(11０)と同一平面上になる

よぅに形成した請求項26 27または28記載の合成樹脂製角形罎体。

3０ 減圧吸収パネル(33)の陥没深さの平均値を、長方形状の胴部(4)の短辺側の幅(W2)

の3～ の範囲とした請求項26 27 28または29記載の合成樹脂製角形罎体。



3 減圧吸収パネル(33)の左右端部のぅち一方の端部近傍での陥没深さを深くして指掛

け部分( )を形成する構成とした請求項26 27 28 29または3０記載の合成樹脂

製角形罎体。

32 平断面において、一対の指掛け部分( )を形成する側の段部 ( 1０)の立ち上がり基端

部間の幅(W3)を長方形状の胴部(4)の短辺側の幅(W2)の6０～9 5 の範囲とし、指

掛け部分( )を形成する段部 (1０)の立ち上がり角度(TH )を3０～9０。の範囲とした請

求項3 E載の合成樹脂製角形罎体。

33 減圧吸収パネル(33)の底壁(33b)の陥没深さを、左右端部の一方の端部から他方の

端部に向けて徐々に浅くした請求項26 27 28 29 3０ 3 または3 2記載の合成

樹脂製角形罎体。

34 凸状横リブ(36)を、平坦な頂壁(36 )と、該頂壁(36 )と底壁(33b)を連結する側壁(365)

で構成し、前記頂壁(36 )を長辺側壁(11 )と略同一平面上になるよぅに形成し、前記

側壁(365)の傾斜角度を減圧吸収パネル(33)左右端部の陥没深さの深い一端から浅

い他端にかけて徐々に変ィビさせて、陥没深さの浅い端部で傾斜角度が小さくなるよ

ぅに構成した請求項3 3記載の合成樹脂製角形罎体。

35 内部の減圧度が上昇した際に、凸状横リブ(36)の左右端部のぅちの、減圧吸収パネ、

ル(33)の底壁(33b)の陥没深さの浅い側の端部の陥没変形を起点とし、該陥没変形

が復元可能に該端部の周縁に進展する構成とした請求項3 3または34記載の合成

樹脂製角形罎。

36 減圧吸収パネル(33)に指先を当接して胴部(4)を掴持した際に、該指先の押圧により

、凸状横リブ(36)の左右端部のぅちの、減圧吸収パネル(33)の底壁(33b)の陥没深さ

の浅い側の端部の陥没変形を起点とし該陥没変形が、復元可能に該端部の周縁に

進展する構成とした請求項3 3 34または3 5記載の合成樹脂製角形罎。

37 減圧吸収パネル(33)の底壁(33b)に、横方向への滑り止め機能を発揮する凹凸部(34)

を形成した請求項26 27 28 29 3０ 3 32 33 34 35または36記載の合成

樹脂製角形罎体。
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