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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の物品を積載した２端部付きの物品運搬用カートンにおいて、
　（ａ）底板と、上板と、各端部が相互固締用端部となる、折込可能に添着された隣接す
る側板とを有し、上板に折込可能に添着した上端部フラップと、底板に折込可能に添着し
た底端部フラップと、各側板に折込可能に添着した側端部フラップとにより閉成される前
記カートンであって、各側端部フラップが少なくとも１つの切込みを持ち、前記各端部フ
ラップが閉塞手段により一緒に保持されるカートンと；
　（ｂ）２層の物品と；
　（ｃ）２つの相互固締用端部を具えた、２層の物品の中間に置かれる相互固締用隔離パ
ッドであって、各端部がカートンの端部の側端部フラップにある切込みを貫通する少なく
とも２つのタブを具え、相互固締パッドの少なくとも一方の端部が先導フラップを具え、
先導フラップが折り込まれて側端部フラップに少なくとも実質的に平行な面となり、側端
部フラップとカートンの物品の層との間に滞留するような相互固締用隔離パッドと；を備
えることを特徴とするカートン。
【請求項２】
　請求項１に記載の複数の物品を積載したカートンにおいて、カートンの各端部の端部フ
ラップを閉塞する手段は、上端部フラップと底端部フラップとを側端部フラップに糊付け
することによることを特徴とするカートン。
【請求項３】
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　請求項１に記載の複数の物品を積載したカートンにおいて、相互固締パッドの両端部は
先導フラップを具えていることを特徴とするカートン。
【請求項４】
　請求項２に記載の複数の物品を積載したカートンにおいて、相互固締パッドの両端部は
先導フラップを具えていることを特徴とするカートン。
【請求項５】
　請求項４に記載の複数の物品を積載したカートンにおいて、物品とは、２端部を有し２
端部間に軸が延在する円筒形容器であり、円筒形容器の前記軸は隔離パッドと直交するこ
とを特徴とするカートン。
【請求項６】
　請求項５に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、容器は各層に３列に
配置されることを特徴とするカートン。
【請求項７】
　請求項６に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、前記カートンは、除
去すると各層から容器の取外しを可能にする開口を呈する小出しフラップを具え、前記小
出し開口は、カートンの端部に少なくとも実質的に平行な、側板にある下方引き裂き線と
、前記下方引き裂き線から離間しかつこれに少なくとも実質的に平行な上方引き裂き線と
により形成され、前記下方と上方の引き裂き線は隣接する上板に拡長して互いを相互接続
し、また隣接する底板にも拡長して互いを相互接続し、前記平行な引き裂き線は前記開口
からヒトが容器を取り外しできる十分な間隔だけ離間していることを特徴とするカートン
。
【請求項８】
　請求項７に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、隔離パッドは、各端
部の２つのタブを離間配置した２つの縁部を持ち、各タブは縁部近傍に配され、側端部フ
ラップには各対応する切込みが側板近くに配置されることを特徴とするカートン。
【請求項９】
　請求項８に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、カートンの側板にあ
る前記下方引き裂き線は、前記側端部フラップを配置した端部を基にカートンが静止する
際、直近の側端部フラップに隣接する容器が小出しフラップを除去して形成される開口か
ら転がり出るのを阻止するに十分な間隔だけ直近の側端部フラップから離間しているが、
前記下方引き裂き線は、前記直近の側端部フラップに隣接する容器を開口から取り外すの
を妨げるほどには前記直近の側端部フラップから離れていないことを特徴とするカートン
。
【請求項１０】
　請求項９に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、カートンの隣接する
底板と隣接する上板とに拡長する引き裂き線は、小出しフラップを除去すると形成される
開口からヒトが容器の隣接端部を掴めるように各前記板に十分深く進入することを特徴と
するカートン。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、前記小出しフラッ
プの開放を容易にするため、１つの引き裂き線がカートンの前記側板にある前記下方引き
裂き線と上方引き裂き線とを相互接続することを特徴とするカートン。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、カートンは前記側
板にある上方と下方の引き裂き線を一緒に接続する引き裂き線に隣接した小出しフラップ
中に、少なくとも１つの指掛けフラップを具えて小出しフラップの破開を容易にすること
を特徴とするカートン。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の複数の円筒形容器を積載したカートンにおいて、カートンは底板に
おいて、下方引き裂き線と直近の底端部フラップとの間に引き裂き線を、また上板におい
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て、下方引き裂き線と直近の上端部フラップとの間にも引き裂き線を具えて、ヒトが下方
引き裂き線と直近の側端部フラップとの間の側板のこの部分を、小出しフラップを除去し
て形成される開口から容易に容器を取り外せる十分な間隔だけ動かせるようにしたことを
特徴とするカートン。
【請求項１４】
　複数の円筒形容器を、各層に３列を配した２層で運搬する２端部付きカートンと、容器
の層を隔離して保持する相互固締用隔離パッドとにおいて、
　（ａ）底板と、上板と、折込可能に添着された隣接する側板とを持つカートンであって
、カートンの各端部は相互固締用の端部であり、またカートンの各端部は上板に折込可能
に添着した上端部フラップと、底板に折込可能に添着した底端部フラップと、各側板に折
込可能に添着した側端部フラップとにより閉成され、各側端部フラップは少なくとも１つ
の切込みを持ち、カートンの各端部は上端部フラップと底端部フラップとをカートンのそ
の端部の側端部フラップに糊付けすることで閉塞されるカートンと、
　（ｂ）相互固締用端部となる２端部を有した相互固締用隔離パッドであって、各端部が
カートンの端部の側端部フラップにある切込みを貫通する少なくとも２つのタブを有し、
相互固締パッドの少なくとも一方の端部が、折り込まれて側端部フラップに少なくとも実
質的に平行な面となる先導フラップを有するような相互固締用隔離パッドと、を具備する
ことを特徴とするカートン。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の相互固締用隔離パッドを有したカートンにおいて、相互固締用隔離
パッドの両端部は先導フラップを具えることを特徴とするカートン。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の相互固締用隔離パッドを有したカートンにおいて、前記カートンは
、除去すると各層から容器を取り外しできる開口をもたらす小出しフラップを具え、前記
小出しフラップはカートンの端部に少なくとも実質的に平行な、側板にある下方引き裂き
線と、前記下方引き裂き線から離間しかつこれに少なくとも実質的に平行な上方引き裂き
線とにより形成され、前記下方と上方の引き裂き線は隣接する上板に拡長して互いを相互
接続し、また隣接する底板にも拡長して互いを相互接続し、前記平行な引き裂き線はヒト
が前記開口から容器を取り外しできるに十分な間隔だけ離間していることを特徴とするカ
ートン。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の相互固締用隔離パッドを有したカートンにおいて、カートンの側板
の前記下方引き裂き線は、前記側端部フラップを配置した端部を基にカートンが静止する
際、直近の側端部フラップに隣接するカートン中の容器が小出しフラップを除去して形成
される開口から転がりで出ないような十分な間隔だけ直近の側端部フラップから離間して
いるが、前記下方引き裂き線は、前記直近の側端部フラップに隣接する容器を開口から取
り外すのを妨げるほどには前記直近の側端部フラップから離れていないことを特徴とする
カートン。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の相互固締用隔離パッドを有したカートンにおいて、カートンの隣接
する底板と隣接する上板とに拡長する引き裂き線は、小出しフラップを除去すると形成さ
れる開口からヒトが容器の隣接端部を掴むことができるように前記板に十分深く進入する
ことを特徴とするカートン。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の相互固締用隔離パッドを有したカートンにおいて、１つの引き裂き
線が前記側板の前記下方引き裂き線と上方引き裂き線とを相互接続して、前記小出しフラ
ップの開口を容易にすることを特徴とするカートン。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の相互固締用隔離パッドを有したカートンにおいて、カートンは小出
しフラップの破開を容易にするため、前記側板の上方と下方の引き裂き線を一緒に接続す
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る引き裂き線に隣接した小出しフラップ中に、少なくとも１つの指掛けフラップを具える
ことを特徴とするカートン。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の相互固締用隔離パッドを有したカートンにおいて、カートンは底板
において、下方引き裂き線と直近の底部フラップとの間に引き裂き線を、また上板におい
て、下方引き裂き線と直近の上端部フラップとの間にも引き裂き線を有して、ヒトが下方
引き裂き線と直近の側端部フラップとの間の側板のこの部分を、小出しフラップを除去し
て形成される開口から容易に容器を取り外せる十分な間隔だけ動かせるようにしたことを
特徴とするカートン。
【請求項２２】
　複数の円筒形容器を、各層に少なくとも２列を配した２層により運搬する２端部付きカ
ートンと、容器の層を隔離して保持する相互固締用隔離パッドとのブランクにおいて、
　（ａ）底板と、上板と、折込可能に添着した隣接する側板とを持つカートンのブランク
であって、カートンの各端部は相互固締用端部を成し、またカートンの各端部は上板に折
込可能に添着した上端部フラップと、底板に折込可能に添着した底端部フラップと、各側
板に折込可能に添着した側端部フラップとにより閉成されるように設計され、各側端部フ
ラップは少なくとも１つの切込みを有し、各端部は上端部フラップと底端部フラップとを
カートンのその端部の側端部フラップに糊付けすることで閉塞されるような前記カートン
用ブランクと、
　（ｂ）２層の容器の中間に置くように設計された、共に相互固締用端部を成す２端部を
具えた相互固締用隔離パッドであって、各端部は側端部フラップの切込みを貫通するため
の少なくとも２つのタブを有し、パッドの少なくとも一方の端部は折り込み可能に添着し
た先導フラップを具え、前記先導フラップが前記フラップとカートンの層との間で折り込
まれて側端部フラップに平行な面となるような相互固締用隔離パッドと、を具備すること
を特徴とするブランク。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のカートンと相互固締用隔離パッドとのブランクにおいて、相互固締
用パッドの両端部は先導フラップを具えることを特徴とするブランク。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のカートンと相互固締用隔離パッドとのブランクにおいて、各側端部
フラップは切込みを有し、相互固締用隔離パッドの各端部は２つのタブを具えることを特
徴とするブランク。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のカートンと相互固締用隔離パッドとのブランクにおいて、カートン
用の前記ブランクは、形成され容器を積載したカートンから除去されると各層からの容器
の取り外しを可能にする開口をもたらす小出しフラップを具え、前記小出しフラップはカ
ートンの端部に少なくとも実質的に平行な、側板にある下方引き裂き線と、前記下方引き
裂き線から離間しかつこれに少なくとも実質的に平行な上方引き裂き線とにより形成され
、前記下方と上方の引き裂き線は隣接する上板に拡長して互いに相互接続し、また隣接す
る底板にも拡長して互いに相互接続し、前記平行な引き裂き線は、ヒトが前記開口から容
器を取り外しできる十分な間隔だけ離間していることを特徴とするブランク。
【請求項２６】
　請求項２４に記載のカートンと相互固締用隔離パッドとのブランクにおいて、カートン
用の前記ブランクは各側端部フラップの各切り込みに進入する一対のフラップを具え、カ
ートンが形成され容器を積載すると、切込みは切込みとフラップとを貫通するタブで埋め
られてカートンを封止する助けとなることを特徴とするブランク。
【請求項２７】
　請求項３に記載の複数の物品を積載したカートンにおいて、カートンは各側端部フラッ
プの各切込みに進入する１対のフラップを具え、切込みが切込みとフラップとを貫通する
タブで埋められカートンの物品を封止する助けをすることを特徴とするブランク。
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【請求項２８】
　容器を取り外す小出し装置付きのカートンの中の２層の円筒形容器を、小出し装置の閉
鎖中にも開放中にも隔離する相互固締隔離装置であって、前記カートンが２つの端部を有
し、各端部が対の側端部フラップと、底端部フラップと、上端部フラップとにより閉成さ
れる相互固締隔離装置において、
　（ａ）切込みを有した各側端部フラップと、
　（ｂ）２層の容器を隔離するための相互固締用隔離パッドであって、前記パッドは共に
相互固締用端部となる２つの端部を持ち、各端部はカートンの端部の側端部フラップにあ
る切込みを貫通する２つのタブを具え、相互固締用端部パッドの各端部は先導フラップを
具え、先導フラップが折り込まれて側端部フラップに少なくとも実質的に平行な面となり
、側端部フラップとカートンに容れた容器の層との間に滞留するようにされた相互固締用
隔離パッドと、を含むことを特徴とする相互固締隔離装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、円筒形の容器やその他のタイプの物品を各層に２以上の列を配した２
つの層により運搬するカートンに関する。相互固締用の分割パッドまたは隔離パッドが設
けられ、これがカートンの両端部にある側端部フラップとで相互固締を行う。この隔離パ
ッドは各端部に、側端部フラップの切込みに挿通される２つのタブを具えている。このカ
ートンは側板に、カートン中の容器にらくに接近してこれを取り外しできるようにする小
出し装置を具えている。
【背景技術】
【０００２】
　缶を運搬できる完全に密閉されたカートンはこれまでにも使用され、缶を一度に１つず
つ小出しする特徴を持っている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これらの小出し装置の多くは、缶を２層で運搬する場合に首尾よく奏効しない。特に缶
のサイズが小さい場合は、所定の製品の缶を２層にして運搬することが好ましい。望まし
くは、２層の缶を収容したカートンの各層から缶を小出しする小出し装置を具えることで
ある。望ましくは、カートンの小出し装置を適正に奏効させるために２層の缶を分ける分
割または隔離パッドを具えることである。さもないと一方の層の缶が他方の層の缶の小出
しの邪魔をする。さらに望ましくは、カートン中の全ての缶の小出し中に適所に留まる分
割または隔離パッドを具えることである。さらにまた好ましくは、カートンの側板にある
小出し装置と共働する分割または隔離パッドを具えることである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　簡述すれば、本発明は２層の缶やその他の物品を隔離する相互固締用の隔離または分割
パッドを具えた、２層の缶やその他の物品を運搬することのできる完全に密閉されたカー
トンに関する。カートンは底板と、上板と、折り込み可能に添着された側板とを持つ。好
ましくはカートンの各端部を一対の側端部フラップで閉塞し、このフラップに上端部フラ
ップと底端部フラップとを好ましくは糊により固着する。カートンの両端部は、少なくと
も１つの切込みを有する各側端部フラップにより相互固締用の端部となる。隔離パッドは
各端部に、側端部フラップの切込みを貫通する少なくとも２つのタブを具えている。隔離
パッドは、パッドの少なくとも一方の端部に折り込み可能に添着した先導フラップを具え
、先導フラップは（カートン中の一層の）物品または容器と、隣接の側端部フラップとの
中間で上か下かに折り込まれる。好ましくは隔離パッドは２つの先導フラップを具えると
よい。隔離パッドの先導フラップを上か下かに折り込んでカートンの各端部の側端部フラ
ップを閉じると、隔離パッドのタブは側端部フラップの切込みを貫通する。次に上端部と
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底端部とのフラップを閉じ側端部フラップに糊付けする。上端部や底端部のフラップは互
いに重なってもよい。相互固締用隔離パッドは各端部の先導フラップにより適所に保持さ
れ、先導フラップはカートンのこの端部の物品または容器と側端部フラップとの間に滞留
する。側端部フラップの切込みを貫通するタブは、一部の缶がカートンから取り外された
あと隔離パッドがカートンの上板や底板寄りにずれるのを阻止する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　本発明のカートンと相互固締用隔離パッドとを用いて、各層に２以上の列を配した２層
の缶やその他の物品を運搬する。好ましくは各層に３列の缶または物品を配するのがよい
。缶または物品は集団にまとめられ、缶の集団の頂部に相互固締用パッドを載置し、相互
固締用隔離パッドの頂部に別の集団の缶を積み重ねる。次に２層の缶をカートンに押し入
れ相互固締用隔離パッドの先導フラップを上か下に押し、側端部フラップを閉じて隔離パ
ッドのタブを切込みに通す。
【０００６】
　このカートンは、各層から缶を一度に１つずつ小出しする小出し装置を具えることがで
きる。小出し装置は側板に配設され、小出し装置に隣接する端部を基にカートンを静止さ
せてカートンから缶を小出しすることができる。この小出し装置は側板に小出しフラップ
を形成する２本の平行な引き裂き線により形成され、これらの平行な引き裂き線は側板を
横切り隣接する上板と底板とに拡長し、そこで下方上方の引き裂き線は互に接続される。
これらの引き裂き線は、カートンが担う缶の直径にほぼ等しい間隔だけ離間している。１
つの引き裂き線は側板の上方と下方の引き裂き線に相互接続し、フラップを事実上２つの
部分に分割するこの引き裂き線の各側に指掛けフラップを折り込み可能に添着させること
ができる。これらの指掛けフラップは押し入れることができ、ヒトがフラップの２つの部
分を掴んで引張り開け、缶を各層から小出しする小出し開口を形成できるようにしてある
。小出しフラップを形成する下方の引き裂き線は、小出し中カートンが静止するカートン
端部に十分近く配置されて缶が開口から転がり出るのを阻止する。この下方引き裂き線は
、カートンのこの端部に直に接する缶の取外しを困難にするほど、カートンのこの端部か
ら離れて配置すべきではない。好ましくは、底板と上板の上方と下方の引き裂き線を相互
接続する引き裂き線は、小出しフラップが除去されると缶の端部を掴み易くするように缶
の彎曲と同じように彎曲させる。多くの缶に対して、この下方引き裂き線は、小出しする
際カートンが静止するカートン端部から約１インチだけ離間される要がある。下方引き裂
き線と、缶を小出しする際カートンが静止するカートン端部との間に、上板と底板とに１
つの引き裂き線を設け、下方引き裂き線とカートン端部との間に出っ張りを形成すること
ができる。下方引き裂き線とカートンの端部との間のこれらの引き裂き線が破開されて出
っ張りが前方へ移動すると、小出し開口からの缶の取外しに対する抵抗は小さくなる。カ
ートンの側板に缶を小出しする小出し開口を具える一方、小出し開口に隣接するカートン
端部を基にカートンが静止することにより、小出し装置の上の側板に消費者に広告するた
めの大きな展示領域がもたらされる。このカートンは上板に２つの指掛け孔で形成される
持ち運び用取っ手を具えてもよい。これらのカートンは糊付け、テープ掛け、ホチキス留
めなどで組み立てることができる。各カートンに２つの小出し装置を設けることもできる
。
【０００７】
　本発明の多くの態様は以下の図面を参照しながらよりよく理解することができる。図面
での構成要素は必ずしも尺度通りではなく、本発明の原理を明瞭に説明するため強調して
ある。さらに図面では、同じ参照番号は数枚の図を通じて同等の部分を示している。
【実施例】
【０００８】
　本発明は本来的に、食肉製品、野菜、及び魚を詰めるのに用いられるタイプの缶と共用
するものである。本発明のカートンは主として、カートン中に２層に積み重ねられ各層に
２以上の列を配した缶に有用である。これらの缶は一般的に２、３インチの高さしかなく
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、また一般的にこれらの缶はカートンに２層に積み重ねられ、各層は３ｘ４に配列した１
２の缶を持つ。
【０００９】
　図１に示すように、本発明のカートンを形成するブランク１０は、ボール紙などの折り
畳める薄板の材料から形成する。相互固締用隔離パッドを形成するブランク１１０も同様
に、図１Ａに示したボール紙など折り畳める薄板の材料から形成する。
【００１０】
　本発明のカートンを形成するブランク１０は、折込線１６を介して底板１４に添着し、
また折込線２０を介して側板１８に繋がる糊代フラップ１２を具えている。側板１８は折
込線２４を介して上板２２に接続し、折込線２８を介して反対側の側板２６と繋がってい
る。
【００１１】
　底板１４は折込線３２を介して底端部フラップ３０に接続し、また折込線３６を介して
反対の底端部フラップ３４に接続している。側板１８は折込線３２を介して側端部フラッ
プ３８に、また折込線３６を介して反対の側端部フラップ４０に接続している。上板２２
は折込線３２を介して上端部フラップ４２に、また折込線３６を介して反対の上端部フラ
ップ４４に接続している。反対側の側板２６は折込線３２を介して側端部フラップ４６に
、また折込線３６を介して反対の側端部フラップ４８に接続している。
【００１２】
　側端部フラップ３８、４６はそれぞれ、側端部フラップ３８、４６に添着されてそこに
形成される一対の切込みフラップ５０Ａ、５０Ｃを具えている。各対の切込みフラップ５
０Ａ、５０Ｃの中間に切込み線５４があり、各切込みフラップは折込線５２を介して側端
部フラップに接続している。これら切込みフラップの機能はあとで説明する。カートンの
他端は側端部フラップ４０、４８に２対の切込みフラップ５０Ｂ、５０Ｄを持つ。各切込
みフラップ５０Ｂ、５０Ｄは折込線５２を介して側端部フラップに添着し、切込み線５４
が各対の切込みフラップを分割する。
【００１３】
　このカートンは、図４に最もよく示しているように側板に小出し開口Ｂを具えることが
できる。（図４に示す）小出し開口Ｂは、図１に示したように、底板１４と上板２２とに
進入する側板１８の２つの部分５６Ａ、５６Ｂとして示した小出しフラップを設ければ有
用となる。この小出しフラップ５６Ａ、５６Ｂは、側板１８の互いに平行な上方の引き裂
き線５８Ａと下方の引き裂き線５８Ｂとにより形成する。このフラップを開ける助けとす
るため、小出しフラップ部５６Ａ、５６Ｂを分割する中間の引き裂き線６０に沿って指掛
けフラップ６２Ａ、６２Ｂを設けることができる。指掛けフラップ６２Ａは折込線６６Ａ
を介して部分５６Ａに添着し、指掛けフラップ６２Ｂは折込線６６Ｂを介して部分５６Ｂ
に添着する。指掛けフラップ６２Ａ、６２Ｂは切込み６４を設ければ形成できる。部分５
６Ａ、５６Ｂを形成する上方引き裂き線５８Ａと下方引き裂き線５８Ｂは底板１４に拡長
し、互いを接続する引き裂き線５８Ｃで繋がっている。同様に、上方引き裂き線５８Ａと
下方引き裂き線５８Ｂは上板２２に拡長し、互いを接続する引き裂き線５８Ｃで繋がって
いる。底板１４と上板２２の双方を互に繋げる引き裂き線５８Ｃは、小出し開口の缶の端
部を掴んで取り外し易くするために、カートンで運搬する缶と同様に彎曲している。
【００１４】
　部分５６Ａ、５６Ｂを除去したあと、（図４に示した）小出し開口Ｂから缶の取外しを
助長するために、引き裂き線６８Ａ、６８Ｂを設けて下方引き裂き線５８Ｂと折込線３２
との間に形成される小出し用出っ張りを動かせば、小出し開口Ｂからの缶の取外しが容易
になる。
【００１５】
　通常、図１のブランクから形成されるカートンは１つの小出し開口Ｂしか備えていない
。もちろん、２つの小出し開口Ｂを備えたカートンも組み立てることができる。
【００１６】
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　ブランク１０から形成したカートン用の、本来的に小出し開口Ｂ（図４）と共用される
相互固締用隔離パッドを形成するブランク１１０は図１Ａに示してある。このブランク１
１０は先導フラップ１１２を具え、先導フラップ１１２は折込線１１６を介して折込可能
に隔離パッド１１４に添着し、また折込線１２０を介して折込可能に先導フラップ１１８
に添着する。隔離パッド１１４の各端部は、隣接する先導フラップ１１２または１１８か
ら切込線１２４により区分された２つの固締タブ１２２Ａ－Ｄを具えている。注目すべき
は、隔離パッド１１４の縁部１２６Ａ、１２６Ｂ近傍に、パッドを確実にカートン中に安
定させる助けとなる各タブ１２２Ａ－Ｄを配置したことである。隔離パッド１１４の幅Ｗ
Ｐは、図１のブランク１０から形成したカートンの折込線２４、２８間の上板２２の幅Ｗ
Ｔより少なくとも幾分かは小さくなければならない。隔離パッド１１４の長さＬＰはブラ
ンク１０に示したカートンの長さＬＴとほぼ同じ長さでなければならない。隔離パッド１
１４は、小出し開口Ｂからの缶の容易な取外しを助長するため、カートンの小出し開口に
隣接配置される切開部１２８を有してもよい。
【００１７】
　この実施形態のブランク１０は、糊代フラップ１２を反対側の側板２６に糊付けするこ
とによりカートンの筒袖に形成され、図２に示した筒袖体を形成する。相互固締用隔離パ
ッド１１４のブランク１１０は、図２の一方の層のＣ１、Ｃ２、Ｃ３で示した３列の缶の
頂部に載置される。図２のカートンの筒袖は上板２２を上の位置にして示してある。底板
１４と上板２２は同じであるから、底板１４を上の位置にしてもカートンの筒袖に載荷で
きる。カートンの各層に３列の缶を配するのが好ましいことは指摘しておくべきである。
図２には、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６で示した３列の缶からなる第２の層が隔離パッド１１４の上
に置かれている。隔離パッド１１４を挟入させた２層の缶は、次に先導フラップ１１２を
押しやることでカートンの筒袖に押し入れられ、両層の缶は図３に示すようにカートンの
筒袖の内部に入る。図３は、缶と隔離パッド１１４とをカートンに挿入して先導フラップ
１１２を下に折り込み、かつ側端部フラップ４０、４８を閉位置に折り込んだカートンの
この端部の斜視図である。タブ１２２Ｃ、１２２Ｄは各対の切込みフラップ５０Ｂ、５０
Ｄを押し進み、各対の切込みフラップ５０Ｂ、５０Ｄを開放することで形成される切込み
を貫通する。これらの切込みフラップ５０Ｂ、５０Ｄはカートンを封止する助けをする。
タブ１２２Ｃ、１２２Ｄは、隔離パッド１１４がカートンの上板２２と底板１４との間を
移動しないように保持する。カートンの他端では先導フリップ１１８を上か下かに折り込
み、横端部のフラップ３８、４６を、各対の切込みフラップ５０Ａ、５０Ｃを外方に動か
すと形成される切込みから突出したタブ１２２Ａ、１２２Ｂで閉塞する。先導フラップ１
１２の高さＨはカートンに容れる物品または容器の高さより低くなければならない。カー
トンを物品または容器の周りに緊密に嵌まるように設計すれば、タブ１２２Ａ－Ｄを上か
下かに折り込む必要はない。一方、所望であれば、上か下かに折り込めるようにこれらを
幾分長くすることもできる。
【００１８】
　カートン端部は、底端部フラップ３０、３４を上方に折り込み上端部フラップ４２、４
４を下方に折り込んでこれらを側端部フラップに糊付けすることにより閉成できる。上端
部フラップ４２、４４は、所望であればこれらが底端部フラップ３０、３４と重なり合う
ように組み立てることもできる。タブ１２２Ａ－Ｄと先導フラップ１１２、１１８を兼備
することにより、カートンの一方の層から小出し開口Ｂを介して缶を取り外す際でも、隔
離パッド１１４は適正位置に保持される。カートンの端部を固着する一般的方法は端部フ
ラップを共に糊付けすることである。
【００１９】
　図４は、小出し開口に隣接するカートン端部を基に静止するカートンの小出し開口を示
す斜視図である。図４に示した小出し開口Ｂを具えるカートンの実施形態では、小出しフ
ラップ５６Ａ、５６Ｂは、指掛けフラップ６２Ａ、６２Ｂを押し入れ、上方引き裂き線５
８Ａと下方引き裂き線５８Ｂとに沿って小出しフラップ５６Ａ、５６Ｂを破開してフラッ
プを除去すれば容易に開口することができる。缶Ｃは図４に示すように缶の各層から取り
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外すことができる。上方引き裂き線５８Ａと下方引き裂き線５８Ｂとの間隔はほぼ缶の直
径と等しくすべきである。下方引き裂き線５８Ｂと折込線３２との間隔は、カートンのこ
の端部に隣接する缶が小出し開口から取り外せるように缶の直径より相当狭くすべきであ
るが、小出し開口Ｂの開放時に缶が自らカートンから転がり出るのを阻止するに十分な高
さにすべきである。下方引き裂き線５８Ｂと折込線３２との間隔は多様なサイズの缶に対
して約１インチとするのが好ましい。小出し装置Ｂは、カートンが底端部フラップ３０と
側端部フラップ３８と上端部フラップ４２と側端部フラップ４６とにより画成される端部
で静止する場合に使用するよう設計されている。下方引き裂き線５８Ｂと折込線３２との
間の小出し用出っ張り７０は、引裂線６８Ａ、６８Ｂに沿って引き裂けば前方に動かすこ
とができる。
【００２０】
　カートンに容れた物品または容器の間に潜入する先導フラップ１１２、１１８と；側端
部フラップ３８、４６、４０、４８と；各対の切込みフラップ５０Ａ－Ｄの動きにより形
成される切込みを貫通するタブ１１２Ａ－Ｄと；を設けたことによる隔離パッド１１４の
相互固締は、小出し開口Ｂからの缶の取外し中に隔離パッド１１４を確実に適正位置に留
まらせる。こうして隔離パッド１４は、小出し開口Ｂから缶を取り外すとき上板と底板の
間で移動するのを阻止される。タブと切込みと先導フラップとによる隔離パッド１１４の
カートン端部との相互固締は、隔離パッド１１４を適所に糊付けする必要を廃する。タブ
１２２Ａ－Ｄを隔離パッド１１４の縁部１２６Ａ、１２６Ｂに隣接配置することは、カー
トンに対する隔離パッド１１４の安定性を保証する助けとなる。
【００２１】
　隔離パッド１１４は単独の先導フラップ１１２でも構築できるが、２つのフラップの方
が確実にパッドをカートン中で安定させる。隔離パッドは必要であれば各端部に２つ以上
のタブ１２２Ａ－Ｄを具えることができる。
【００２２】
　カートンの端部は通常糊付けにより一緒に固着されるが、ホチキス留めやその他の方法
で一緒に固着することもできる。
【００２３】
　本発明をその好ましい形態により開示したが、クレームに記載した本発明及びその等価
物の精神と範囲とから逸脱することなく多くの変形、追加、省略がなされ得ることは当業
者には明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の１実施形態のカートンを組み立てるブランクの平面図である。
【図１Ａ】本発明の１実施形態の相互固締用隔離パッドの平面図である。
【図２】図１のブランクと、図１Ａの、２層の缶の中間に置かれカートンに装入される隔
離パッドとから形成されたカートンの斜視図である。
【図３】各層の缶の間に延在する隔離パッドを用いて両層に缶を積載し、側端部フラップ
を側端部フラップの切込みを貫通する隔離パッドのタブで閉塞したカートンの端部の斜視
図である。
【図４】缶の小出しのため開口した側部の小出し装置近傍の端部を基に静止するカートン
を示した、図３の積載し閉成したカートンの斜視図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１０、１１０　　ブランク
　１２　　糊代フラップ
　１４　　底板
　１８、２６　　側板
　２２　　上板
　１６、２０、２４、２８、３２、３６、５２、６６Ａ、６６Ｂ　　折込線
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　３０、３４　　底端部フラップ
　３８、４０、４６、４８　　側端部フラップ
　４２、４４　　上端部フラップ
　５０Ａ－Ｄ　　切込みフラップ
　５４　切込み線
　５６Ａ、５６Ｂ　　小出しフラップ
　５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、６０、６８Ａ、６８Ｂ　　引き裂き線
　６２Ａ、６２Ｂ　　指掛けフラップ
　６４　　切込み
　７０　　小出し用出っ張り　　

【図１】 【図１Ａ】



(11) JP 4340295 B2 2009.10.7

【図２】 【図３】

【図４】
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