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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージであって、
　　カートンであって、
　　　ａ）前記カートンの内部の周りに少なくとも部分的に延びる複数のパネル、及び
　　　ｂ）前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なく
とも２つの端部フラップであって、互いに重ねられることによって前記カートンの閉端部
を少なくとも部分的に形成する、少なくとも２つの端部フラップ
を含む、カートンと、
　　仕切板であって、
　　　ａ）前記カートンの前記内部を少なくとも部分的に分割する仕切板パネル、及び
　　　ｂ）前記仕切板パネルに接続される固定フラップであって、前記仕切板が前記カー
トンの前記閉端部に少なくとも部分的に固定されるように、前記カートンの前記重なった
端部フラップ間に位置決めされる、固定フラップ
を含む仕切板と、
　　　ｃ）前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられる保持パネルと、
を備え、
　前記固定フラップ及び前記保持パネルは、前記仕切板パネルに対して独立して折り曲げ
可能であり、
　前記保持パネルは、前記固定フラップの間に位置決めされる重なった端部フラップによ
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ってすく少なくとも部分的に形成された前記カートンの前記閉端部と対面関係にある、パ
ッケージ。
【請求項２】
　前記仕切板パネルに接続される前記固定フラップは、前記保持パネルによって前記仕切
板パネルに接続される前記固定フラップを含む、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項３】
　前記保持パネルは、第１の端部及び第２の端部を有し、該保持パネルの該第１の端部は
、前記仕切板パネルに折り曲げ可能に接続され、前記保持パネルの前記第２の端部は、前
記固定フラップに折り曲げ可能に接続される、請求項２に記載のパッケージ。
【請求項４】
　前記固定フラップ及び前記保持パネルは、折り線で前記仕切板パネルに折り曲げ可能に
接続される、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項５】
　前記固定フラップは、切欠部によって前記保持パネルから離間している、請求項４に記
載のパッケージ。
【請求項６】
　前記端部フラップの少なくとも１つは、前記固定フラップを受け止めるノッチを有する
、請求項４に記載のパッケージ。
【請求項７】
　２つの固定フラップを備え、前記端部フラップはそれぞれ、前記固定フラップのそれぞ
れを１つずつ受け止めるノッチを有する、請求項６に記載のパッケージ。
【請求項８】
　前記保持パネルは、前記端部フラップの少なくとも１つと対向した対面関係にある、請
求項１に記載のパッケージ。
【請求項９】
　前記保持パネルは、前記仕切板パネルに対して下方に折り曲げられる、請求項８に記載
のパッケージ。
【請求項１０】
　前記固定フラップは、前記仕切板パネルに対して上方に折り曲げられる、請求項９に記
載のパッケージ。
【請求項１１】
　前記少なくとも２つの端部フラップは、サイドフラップ及びボトムフラップを備え、前
記固定フラップは、前記ボトムフラップの内面と対面関係にある外面と、前記サイドフラ
ップの外面と対面関係にある内面とを有する、請求項１０に記載のパッケージ。
【請求項１２】
　前記端部は第１の端部であり、
　前記端部フラップは第１の端部フラップであり、
　前記カートンは、前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられ
る少なくとも２つの第２の端部フラップをさらに含み、該第２の端部フラップは、互いに
重ねられることによって前記カートンの第２の閉端部を少なくとも部分的に形成し、
　前記仕切板は、前記仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第２の固定フラップをさ
らに含み、前記第２の固定フラップは、前記仕切板が前記カートンの前記第２の閉端部に
少なくとも部分的に固定されるように、前記カートンの前記重なった第２の端部フラップ
間に位置決めされる、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１３】
　前記第２の端部フラップの少なくとも２つはそれぞれ、前記第２の固定フラップを受け
止めるノッチを有する、請求項１２に記載のパッケージ。
【請求項１４】
　前記パッケージは、前記パネルの少なくとも１つに除去可能に取り付けられるディスペ
ンサを有し、該ディスペンサは、該パッケージから物品を選択的に取り出すための開口を
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形成するために除去可能なパネルを備える、請求項１２に記載のパッケージ。
【請求項１５】
　パッケージであって、
　　カートンであって、
　　　ａ）前記カートンの内部の周りに少なくとも部分的に延びる複数のパネル、及び
　　　ｂ）前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なく
とも２つの端部フラップであって、互いに重ねられることによって前記カートンの閉端部
を少なくとも部分的に形成する、少なくとも２つの端部フラップ
を含む、カートンと、
　　仕切板であって、
　　　ａ）前記カートンの前記内部を少なくとも部分的に分割する仕切板パネル、及び
　　　ｂ）前記仕切板パネルに接続される固定フラップであって、前記仕切板が前記カー
トンの前記閉端部に少なくとも部分的に固定されるように、前記カートンの前記重なった
端部フラップ間に位置決めされる、固定フラップ
を含む仕切板と、
　　　ｃ）前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられる保持パネルと、
を備え、
　前記固定フラップ及び前記保持パネルは、前記仕切板パネルに対して独立して折り曲げ
可能であり、
　前記パッケージは、前記パネルの少なくとも１つに除去可能に取り付けられるディスペ
ンサを有し、該ディスペンサは、該パッケージから物品を選択的に取り出すための開口を
形成するために除去可能なパネルを備え、
　前記仕切板は、前記ディスペンサと概ね一致する少なくとも１つのノッチを前記仕切板
パネルに備える、パッケージ。
【請求項１６】
　前記カートン内に収容される複数の物品と組み合わせられ、該物品は、前記仕切板によ
って少なくとも部分的にそれぞれが分離される少なくとも２つの層で配置される円筒形容
器を含む、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１７】
　前記仕切板パネルは第１の仕切板パネルであり、前記保持パネルは第１の保持パネルで
あり、前記固定フラップは第１の固定フラップであり、前記仕切板は、第２の仕切板パネ
ル、該第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第２の保持パネル、前記第２の仕
切板パネルに折り曲げ可能に接続されると共に前記カートンの前記重なった端部フラップ
間に位置決めされる第２の固定フラップ、及び前記第１の仕切板パネル及び前記第２の仕
切板パネルに折り曲げ可能に接続される接続パネルをさらに備える、請求項１に記載のパ
ッケージ。
【請求項１８】
　パッケージであって、
　　カートンであって、
　　　ａ）前記カートンの内部の周りに少なくとも部分的に延びる複数のパネル、及び
　　　ｂ）前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なく
とも２つの端部フラップであって、互いに重ねられることによって前記カートンの閉端部
を少なくとも部分的に形成する、少なくとも２つの端部フラップ
を含む、カートンと、
　　仕切板であって、
　　　ａ）前記カートンの前記内部を少なくとも部分的に分割する仕切板パネル、及び
　　　ｂ）前記仕切板パネルに接続される固定フラップであって、前記仕切板が前記カー
トンの前記閉端部に少なくとも部分的に固定されるように、前記カートンの前記重なった
端部フラップ間に位置決めされる、固定フラップ
を含む仕切板と、
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　　　ｃ）前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられる保持パネルと、
を備え、
　前記固定フラップ及び前記保持パネルは、前記仕切板パネルに対して独立して折り曲げ
可能であり、
　前記仕切板パネルは第１の仕切板パネルであり、前記保持パネルは第１の保持パネルで
あり、前記固定フラップは第１の固定フラップであり、前記仕切板は、第２の仕切板パネ
ル、該第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第２の保持パネル、前記第２の仕
切板パネルに折り曲げ可能に接続されると共に前記カートンの前記重なった端部フラップ
間に位置決めされる第２の固定フラップ、及び前記第１の仕切板パネル及び前記第２の仕
切板パネルに折り曲げ可能に接続される接続パネルをさらに備え、
　前記端部フラップの少なくとも１つは、前記第１の固定フラップ及び前記第２の固定フ
ラップそれぞれを受け止める第１のノッチ及び第２のノッチを有する、パッケージ。
【請求項１９】
　前記端部は第１の端部であり、
　前記端部フラップは第１の端部フラップであり、
　前記カートンは、前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられ
る少なくとも２つの第２の端部フラップをさらに含み、該第２の端部フラップは、互いに
重ねられることによって前記カートンの第２の閉端部を少なくとも部分的に形成し、
　前記仕切板は、前記第１の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第３の固定フラッ
プ、及び前記第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第４の固定フラップをさら
に含み、前記第３の固定フラップ及び前記第４の固定フラップは、前記仕切板が前記カー
トンの前記第２の閉端部に少なくとも部分的に固定されるように、前記カートンの前記重
なった第２の端部フラップ間に位置決めされる、請求項１７に記載のパッケージ。
【請求項２０】
　パッケージであって、
　　カートンであって、
　　　ａ）前記カートンの内部の周りに少なくとも部分的に延びる複数のパネル、及び
　　　ｂ）前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なく
とも２つの端部フラップであって、互いに重ねられることによって前記カートンの閉端部
を少なくとも部分的に形成する、少なくとも２つの端部フラップ
を含む、カートンと、
　　仕切板であって、
　　　ａ）前記カートンの前記内部を少なくとも部分的に分割する仕切板パネル、及び
　　　ｂ）前記仕切板パネルに接続される固定フラップであって、前記仕切板が前記カー
トンの前記閉端部に少なくとも部分的に固定されるように、前記カートンの前記重なった
端部フラップ間に位置決めされる、固定フラップ
を含む仕切板と、
　　　ｃ）前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられる保持パネルと、
を備え、
　前記固定フラップ及び前記保持パネルは、前記仕切板パネルに対して独立して折り曲げ
可能であり、
　前記仕切板パネルは第１の仕切板パネルであり、前記保持パネルは第１の保持パネルで
あり、前記固定フラップは第１の固定フラップであり、前記仕切板は、第２の仕切板パネ
ル、該第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第２の保持パネル、前記第２の仕
切板パネルに折り曲げ可能に接続されると共に前記カートンの前記重なった端部フラップ
間に位置決めされる第２の固定フラップ、及び前記第１の仕切板パネル及び前記第２の仕
切板パネルに折り曲げ可能に接続される接続パネルをさらに備え、
　前記端部は第１の端部であり、
　前記端部フラップは第１の端部フラップであり、
　前記カートンは、前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられ
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る少なくとも２つの第２の端部フラップをさらに含み、該第２の端部フラップは、互いに
重ねられることによって前記カートンの第２の閉端部を少なくとも部分的に形成し、
　前記仕切板は、前記第１の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第３の固定フラッ
プ、及び前記第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第４の固定フラップをさら
に含み、前記第３の固定フラップ及び前記第４の固定フラップは、前記仕切板が前記カー
トンの前記第２の閉端部に少なくとも部分的に固定されるように、前記カートンの前記重
なった第２の端部フラップ間に位置決めされ、
　前記第２の端部フラップの少なくとも１つは、前記第３の固定フラップ及び前記第４の
固定フラップのそれぞれを１つずつ受け止める第１のノッチ及び第２のノッチを有する、
パッケージ。
【請求項２１】
　前記カートン内に収容される複数の物品と組み合わせられ、該物品は、第１の対の隣接
する容器層及び第２の対の隣接する容器層を形成するように配置される少なくとも３つの
層で積み重ねられる円筒形容器を含み、前記第１の対の隣接する容器層は、前記第１の仕
切板パネルによって分離され、前記第２の対の隣接する容器層は、前記第２の仕切板パネ
ルによって分離される、請求項１９に記載のパッケージ。
【請求項２２】
　仕切板を収容するカートンを形成するためのブランクであって、
　前記カートンに形成されるための第１のブランクであって、ボトムパネル、トップパネ
ル、第１のサイドパネル、第２のサイドパネル、前記ボトムパネルに折り曲げ可能に取り
付けられる少なくとも１つのボトム端部フラップ、前記トップパネルに折り曲げ可能に取
り付けられる少なくとも１つのトップ端部フラップ、及び前記第１のサイドパネル及び第
２のサイドパネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なくとも２つのサイドフラ
ップを備え、該サイドフラップは、前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部フラップ
と協働して前記カートンの閉端部を形成するようになっている、第１のブランクと、
　前記カートンの内部空間を上室及び下室に分割する前記仕切板を形成するための第２の
ブランクであって、仕切板パネル、該仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共
に前記カートンの前記閉端部に隣接して位置決めされるように前記仕切板パネルから延び
る保持パネル、及び前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共に前記カート
ンの前記閉端部で前記サイドフラップ並びに前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部
フラップの少なくとも一方と噛み合い係合するようになっている固定フラップを備える、
第２のブランクと
を備え、
　前記仕切板パネルに接続される前記固定フラップは、前記保持パネルによって前記仕切
板パネルに接続される前記固定フラップを含み、これにより前記保持パネルは前記仕切板
パネルと前記固定フラップとの間に位置決めされ、且つ前記保持パネルは前記仕切板パネ
ルと前記固定フラップとを互いに分離する、前記仕切板を収容するカートンを形成するた
めのブランク。
【請求項２３】
　前記保持パネルは、第１の端部及び第２の端部を有し、前記保持パネルの前記第１の端
部は、前記仕切板パネルに折り曲げ可能に接続され、前記保持パネルの第２の端部は、前
記固定フラップに折り曲げ可能に接続される、請求項２２に記載の仕切板を収容するカー
トンを形成するためのブランク。
【請求項２４】
　仕切板を収容するカートンを形成するためのブランクであって、
　前記カートンに形成されるための第１のブランクであって、ボトムパネル、トップパネ
ル、第１のサイドパネル、第２のサイドパネル、前記ボトムパネルに折り曲げ可能に取り
付けられる少なくとも１つのボトム端部フラップ、前記トップパネルに折り曲げ可能に取
り付けられる少なくとも１つのトップ端部フラップ、及び前記第１のサイドパネル及び第
２のサイドパネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なくとも２つのサイドフラ
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ップを備え、該サイドフラップは、前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部フラップ
と協働して前記カートンの閉端部を形成するようになっている、第１のブランクと、
　前記カートンの内部空間を上室及び下室に分割する前記仕切板を形成するための第２の
ブランクであって、仕切板パネル、該仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共
に前記カートンの前記閉端部に隣接して位置決めされるように前記仕切板パネルから延び
る保持パネル、及び前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共に前記カート
ンの前記閉端部で前記サイドフラップ並びに前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部
フラップの少なくとも一方と噛み合い係合するようになっている固定フラップを備える、
第２のブランクと
を備え、
　前記固定フラップ及び前記保持パネルは、共通の折り線で前記仕切板パネルに折り曲げ
可能に接続される、仕切板を収容するカートンを形成するためのブランク。
【請求項２５】
　仕切板を収容するカートンを形成するためのブランクであって、
　前記カートンに形成されるための第１のブランクであって、ボトムパネル、トップパネ
ル、第１のサイドパネル、第２のサイドパネル、前記ボトムパネルに折り曲げ可能に取り
付けられる少なくとも１つのボトム端部フラップ、前記トップパネルに折り曲げ可能に取
り付けられる少なくとも１つのトップ端部フラップ、及び前記第１のサイドパネル及び第
２のサイドパネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なくとも２つのサイドフラ
ップを備え、該サイドフラップは、前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部フラップ
と協働して前記カートンの閉端部を形成するようになっている、第１のブランクと、
　前記カートンの内部空間を上室及び下室に分割する前記仕切板を形成するための第２の
ブランクであって、仕切板パネル、該仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共
に前記カートンの前記閉端部に隣接して位置決めされるように前記仕切板パネルから延び
る保持パネル、及び前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共に前記カート
ンの前記閉端部で前記サイドフラップ並びに前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部
フラップの少なくとも一方と噛み合い係合するようになっている固定フラップを備える、
第２のブランクと
を備え、
　前記固定フラップ及び前記保持パネルは、折り線で前記仕切板パネルに折り曲げ可能に
接続され、
　前記固定フラップは、切欠部によって前記保持パネルから離間している、仕切板を収容
するカートンを形成するためのブランク。
【請求項２６】
　前記固定フラップは第１の固定フラップであり、前記第２のブランクは、前記第１の固
定フラップに概ね隣接すると共に前記共通の折り線で前記仕切板パネルに折り曲げ可能に
接続される第２の固定フラップをさらに備える、請求項２４に記載の仕切板を収容するカ
ートンを形成するためのブランク。
【請求項２７】
　前記第２のブランクは、第１の縦方向端部及び第２の縦方向端部を有し、前記第１の固
定フラップ及び前記第２の固定フラップは、前記第２のブランクの前記第１の縦方向端部
に位置付けられ、前記第２のブランクは、前記仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される
第３の固定フラップを前記第２のブランクの前記第２の縦方向端部にさらに備える、請求
項２６に記載の仕切板を収容するカートンを形成するためのブランク。
【請求項２８】
　前記仕切板パネルは第１の仕切板パネルであり、前記保持パネルは第１の保持パネルで
あり、前記固定フラップは第１の固定フラップであり、前記第２のブランクは、第２の仕
切板パネル、該第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第２の保持パネル、前記
第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される第２の固定フラップ、及び前記第１の仕
切板パネル及び前記第２の仕切板パネルに折り曲げ可能に接続される接続パネルをさらに
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備える、請求項２６に記載の仕切板を収容するカートンを形成するためのブランク。
【請求項２９】
　前記第１のブランクは、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルにそれぞ
れ折り曲げ可能に接続されると共にそれぞれが前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端
部フラップと協働して前記カートンの第２の閉端部を形成するようになっている、２つの
サイドフラップを備え、前記第２のブランクは、前記カートンの前記第２の閉端部で前記
サイドフラップ及び前記ボトム端部フラップと噛み合い係合するように前記仕切板パネル
に折り曲げ可能に取り付けられる第２の固定フラップを備える、請求項２２に記載の仕切
板を収容するカートンを形成するためのブランク。
【請求項３０】
仕切板を収容するカートンを形成するためのブランクであって、
　前記カートンに形成されるための第１のブランクであって、ボトムパネル、トップパネ
ル、第１のサイドパネル、第２のサイドパネル、前記ボトムパネルに折り曲げ可能に取り
付けられる少なくとも１つのボトム端部フラップ、前記トップパネルに折り曲げ可能に取
り付けられる少なくとも１つのトップ端部フラップ、及び前記第１のサイドパネル及び第
２のサイドパネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる少なくとも２つのサイドフラ
ップを備え、該サイドフラップは、前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部フラップ
と協働して前記カートンの閉端部を形成するようになっている、第１のブランクと、
　前記カートンの内部空間を上室及び下室に分割する前記仕切板を形成するための第２の
ブランクであって、仕切板パネル、該仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共
に前記カートンの前記閉端部に隣接して位置決めされるように前記仕切板パネルから延び
る保持パネル、及び前記仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられると共に前記カート
ンの前記閉端部で前記サイドフラップ並びに前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端部
フラップの少なくとも一方と噛み合い係合するようになっている固定フラップを備える、
第２のブランクと
を備え、
　前記第１のブランクは、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルにそれぞ
れ折り曲げ可能に接続されると共にそれぞれが前記ボトム端部フラップ及び前記トップ端
部フラップと協働して前記カートンの第２の閉端部を形成するようになっている、２つの
サイドフラップを備え、前記第２のブランクは、前記カートンの前記第２の閉端部で前記
サイドフラップ及び前記ボトム端部フラップと噛み合い係合するように前記仕切板パネル
に折り曲げ可能に取り付けられる第２の固定フラップを備え、
　前記第２の閉端部にある前記２つのサイドフラップはそれぞれ、前記第２の固定フラッ
プを受け止めるノッチを有する、仕切板を収容するカートンを形成するためのブランク。
【請求項３１】
　前記第１のブランクは、前記サイドパネルの少なくとも１つに除去可能に取り付けられ
るディスペンサを有し、該ディスペンサは、前記サイドパネルの前記少なくとも１つに開
口を形成するために除去可能なパネルを備える、請求項２１に記載の仕切板を収容するカ
ートンを形成するためのブランク。
【請求項３２】
　カートンを組み立てる方法であって、
　カートンを準備することであって、該カートンは、内部の周りに少なくとも部分的に延
びる複数のパネル、前記カートンの第１の端部で前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ
折り曲げ可能に取り付けられる複数の第１の端部フラップ、及び前記カートンの第２の端
部で前記複数のパネルの各パネルにそれぞれ折り曲げ可能に取り付けられる複数の第２の
端部フラップを備える、カートンを準備すること、
　少なくとも２つの層で配置される複数の物品を準備すること、
　仕切板を準備することであって、該仕切板は、前記少なくとも２つの層間に位置決めさ
れる仕切板パネル、第１の固定フラップ、及び第２の固定フラップを備える、仕切板を準
備すること、
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　前記第１の端部フラップを重ねることによって前記カートンの前記第１の端部を少なく
とも部分的に閉じること、
　前記第１の固定フラップを折り曲げて、該第１の固定フラップを前記第１の端部フラッ
プ間に挟むことによって、前記カートンの前記第１の端部で前記第１の固定フラップを固
定すること、
　前記第２の端部フラップを重ねることによって前記カートンの前記第２の端部を少なく
とも部分的に閉じること、及び
　前記第２の固定フラップを折り曲げて、該第２の固定フラップを前記第２の端部フラッ
プ間に挟むことによって、前記カートンの前記第２の端部で前記第２の固定フラップを固
定すること
を含む、カートンを組み立てる方法。
【請求項３３】
　前記第１の端部を少なくとも部分的に閉じることは、前記第１の端部フラップの少なく
とも１つに接着剤を塗布することを含み、前記第２の端部を少なくとも部分的に閉じるこ
とは、前記第２の端部フラップの少なくとも１つに接着剤を塗布することを含む、請求項
３２に記載のカートンを組み立てる方法。
【請求項３４】
　前記第１の固定フラップを固定することは、該第１の固定フラップに接着剤を塗布せず
に、該第１の固定フラップを前記第１の端部フラップと噛み合い係合させることを含む、
請求項３３に記載のカートンを組み立てる方法。
【請求項３５】
　前記第２の固定フラップを固定することは、該第２の固定フラップに接着剤を塗布せず
に、該第２の固定フラップを前記第２の端部フラップと噛み合い係合させることを含む、
請求項３４に記載のカートンを組み立てる方法。
【請求項３６】
　カートンであって、
　第１の端部と第２の端部とを有するスリーブを形成するボトムパネル、トップパネル、
第１のサイドパネル、及び第２のサイドパネルと、
　前記スリーブの前記第１の端部にて重なり合うように折り曲げられて前記第１の端部を
少なくとも部分的に閉鎖する、少なくとも２つの端部パネルと、
　前記スリーブ内部に配置されて、前記スリーブの前記第１の端部に隣接する仕切板パネ
ル第１端部を有する仕切板パネルと、
　保持パネル第１端部及び保持パネル第２端部を有する保持パネルであって、前記保持パ
ネル第１端部は前記仕切板パネル第１端部に対して接続され、前記仕切板パネルに対して
相対的に折り曲げられて前記重なり合う少なくとも２つの端部パネルに隣接して延在する
保持パネルと、
　固定フラップであって、前記保持パネル第２端部に接続されることで、前記保持パネル
を前記仕切板パネルと前記固定フラップとの間で位置決めして、前記保持パネルが前記仕
切板パネルと前記固定フラップとを互いに分離する固定フラップと、を含み、
　前記固定フラップは、重なり合う前記端部パネルの間に少なくとも部分的に位置して前
記保持パネルを固定し、これにより前記仕切板パネルを前記スリーブの前記第１の端部に
固定する、カートン。
【請求項３７】
　前記スリーブの前記第２の端部において互いに重なるように折り曲げられて前記スリー
ブの前記第２の端部を少なくとも部分的に閉鎖する少なくとも２つの端部フラップを更に
含む、請求項３６に記載のカートン。
【請求項３８】
　前記固定フラップは第１の固定フラップであって、前記仕切板パネルにおける仕切板パ
ネル第２端部に接続され、前記スリーブの前記第２の端部にて重なり合う前記端部パネル
の間に少なくとも部分的に位置しで前記スリーブの前記第２の端部に前記仕切板パネルを
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固定する、請求項３７に記載のカートン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［発明の背景］
　本発明は、包括的には、円筒形容器又は他のタイプの物品を保持及び供給するためのカ
ートンに関する。より詳細には、本発明は、少なくとも２つの物品層を分離して物品をス
タック状に水平に分離したまま保つ仕切板を有するカートンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２００５年２月１１日に出願された「Tower Pack/Twin Stack Carton」と題す
る米国仮出願第６０／６５２，１３８号及び２００５年２月２８日に出願された「Stacke
d Can Divider Pad」と題する米国仮出願第６０／６５７，１４８号の両方の利益を主張
し、上記仮出願両方の全内容がそのまま繰り返されるのと同等に参照により本明細書に援
用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　容器を一度に１つずつ供給する特徴部を有する、容器を運搬することができる完全密閉
カートンがこれまで用いられてきた。これらのディスペンサの多くは、容器を２層で運搬
する場合に満足のいくように機能しない。既存の２層カートンの仕切板では、通常、２層
の缶を収容しているカートン内の各層から缶を供給することが容易にできない。一方の層
の容器が他方の層の容器の供給を妨げないように容器を支持する仕切板を有する２層カー
トンが必要である。さらに、カートン内の全容器を供給する間ずっと所定位置に留まって
いる仕切板を有するカートンが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　　［発明の概要］
　本発明は、包括的には、タワーパック／ツインスタック構成のカートンに関する。本発
明は、例えば、食品及び飲料等の製品を含む物品と共に用いることができる。これらの物
品としては、スープ、キャットフード等の缶詰食品、又は缶、瓶、及びＰＥＴ容器等の飲
料容器、並びに食料品の包装に用いられるもの等の好ましくは丸形の他の容器を挙げるこ
とができる。
【０００５】
　本発明の第１の実施の形態によれば、カートンは、カートンのサイドフラップ及びボト
ム端部フラップと噛み合い係合する固定フラップを有する仕切板を備える。
【０００６】
　本発明の一態様によれば、仕切板は、各容器段を分離して供給可能な形態で保つ。仕切
板は、カートンへの固定に糊又は他の接着剤を用いることなくカートン内にほぼ固定する
ことができる。仕切板は、仕切板が通常はカートンからの容器の取り出し中にほぼ静止し
たままであるように、カートン内に固定される。
【０００７】
　添付図面を参照して以下の実施の形態の詳細な説明を読めば、上述の利点及び他の利点
、並びに種々のさらなる実施形態の利益が当業者には理解されるであろう。
【０００８】
　慣習に従い、後述する図面の種々の特徴は必ずしも一定の縮尺で描かれていない。図面
における種々の特徴及び要素の寸法は、本発明の実施形態をより明確に説明するために拡
大又は縮小されている場合がある。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００９】
　本発明は、包括的には、多数の物品及び物品の層の間に位置付けられる仕切板を収容す
るカートンを含むパッケージを備えるカートンに関する。本発明は、例えば食品及び飲料
若しくはペットフード等の物品又は他の製品を収容するカートンで例えば用いることがで
きる。物品は、スープの缶又は他の食品又は例えば缶、瓶若しくはＰＥＴ容器等の飲料容
器、又は食料品の包装に用いられるもの等の他の容器も含むことができる。本発明の範囲
を限定するためではなく説明のために、以下の詳細な説明は、カートンの実施形態内に配
置されるものとしてほぼ円筒形の容器について説明する。本明細書では、「下側」、「下
部（bottom：ボトム）」、「上側」、及び「上部（top：トップ）」という相対語は、完
全に組み立てられたカートンに関して決定される相対的な向きを指す。
【００１０】
　図１は、本発明の第１の実施形態によるカートン１５０（図３及び図９に示す）を形成
するのに用いられる、全体的に８で示すブランクの内側の平面図である。カートン１５０
を用いて、通常はカートン内に少なくとも２つの層で配置される容器Ｃ（図３）等の複数
の物品を収容することができる。容器Ｃの層は、全体的に１１で示すブランク（図２）か
ら形成される、全体的に９０で示す仕切板（図３）によって分離される。本明細書でより
詳細に説明するように、仕切板９０は、容器をカートン１５０から取り出すときに仕切板
がカートン内のほぼ固定された位置に留まるように、カートン内に固定される。図示の実
施形態では、容器Ｃは、上層及び下層に配置され、上層及び下層はそれぞれ、各列に３個
の２列で配置される６個の容器を含む。この配置は、２×３×２配置と一般に呼ばれる。
本発明の範囲から逸脱することなく、容器Ｃが３層以上で配置されてもよく、各層の容器
が６個より多くても少なくてもよいことを理解されたい。
【００１１】
　ブランク８は、縦軸Ｌ１及び横（lateral）軸Ｌ２を有する。図示の実施形態では、ブ
ランク８は、第１の横方向（transverse）折り線２１で第１のサイドパネル２０に折り曲
げ可能に接続されるボトムパネル１０、第２の横方向折り線３１で第１のサイドパネル２
０に折り曲げ可能に接続されるトップパネル３０、及び第３の横方向折り線４１でトップ
パネル３０に折り曲げ可能に接続される第２のサイドパネル４０を備える。接着フラップ
５０を、第４の横方向折り線５１でボトムパネル１０に折り曲げ可能に接続してもよい。
【００１２】
　ボトムパネル１０は、第１のボトム端部フラップ１２及び第２のボトム端部フラップ１
４に折り曲げ可能に接続される。第１のサイドパネル２０は、第１のサイドフラップ２２
及び第２のサイドフラップ２４に折り曲げ可能に接続される。トップパネル３０は、第１
のトップ端部フラップ３２及び第２のトップ端部フラップ３４に折り曲げ可能に接続され
る。第２のサイドパネル４０は、第１のサイドフラップ４２及び第２のサイドフラップ４
４に折り曲げ可能に接続される。カートン１５０を組み立てると、端部フラップ１２及び
３２並びにサイドフラップ２２及び４２が、カートン１５０の一方の端部を閉じ、端部フ
ラップ１４及び３４並びにサイドフラップ２４及び４４が、カートン１５０の第２の端部
を閉じる。本発明の代替的な一実施形態によれば、カートンの端部を閉じるのに異なるフ
ラップ配置を用いてもよい。
【００１３】
　端部フラップ１２及び３２並びにサイドフラップ２２及び４２は、ブランク８の第１の
周辺領域に沿って延びることができ、ブランク８の長さに沿って延びる第１の縦方向折り
線６２で折り曲げ可能に接続することができる。端部フラップ１４及び３４並びにサイド
フラップ２４及び４４は、ブランク８の第２の周辺領域に沿って延びることができ、同様
にブランク８の長さに沿って延びる第２の縦方向折り線６４で折り曲げ可能に接続するこ
とができる。縦方向折り線６２、６４は、例えば、ほぼ直線状であってもよく、又はブラ
ンクの厚さ又は他の因子を考慮に入れて１つ又は複数の場所にずれていてもよい。図示の
実施形態では、サイドフラップ２２、２４、４２、及び４４はそれぞれ、フラップの各側
縁部２６、２７、４６、４７に対応するノッチ２３、２５、４３、及び４５を有する。各
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フラップ２２、２４、４２、及び４４の側縁部２６、２７、４６、４７は、各フラップを
それぞれのパネル２０、４０に取り付ける対応する折り線６２、６４から離間している。
図示の実施形態では、各ノッチ２３、２５、４３、４５は、ほぼＶ字形であり、各フラッ
プ２２、２４、４２、４４の概ね縦方向中心線上で且つ各フラップの両端部の中間に位置
付けられるが、異なる形状及び位置のノッチも本発明の範囲内にある。
【００１４】
　カートンブランク８は、サイドパネル２０に除去可能に取り付けられるディスペンサパ
ネル７２を含む、全体的に７０で示すディスペンサを含み得る。ディスペンサパネル７２
は、サイドパネル２０に縦方向に延びる第１の引裂き線７４及び第１の引裂き線とほぼ平
行な第２の引裂き線７６で、カートンブランク８に取り付けられている。引裂き線７４及
び７６は、ディスペンサパネル７２を除去するとカートン１５０から物品を選択的に取り
出すことを可能にするようなサイズの開口９３（図９）をサイドパネル２０に形成するよ
うに、所定の距離だけ互いに離間している。図示の実施形態では、第１の引裂き線７４及
び第２の引裂き線７６は、トップパネル３０にありカートン１５０内の容器Ｃの形状に対
応するように湾曲している第３の引裂き線７８によって、互いに接続される。図示の実施
形態では、ディスペンサ７０は、弧状であると共に第１の引裂き線７４からボトムパネル
に延びる第４の引裂き線８０をボトムパネル１０に有する。アクセス切欠部８２が、アク
セスフラップ８４の真上に位置付けられる。アクセスフラップ８４は、第１の切れ目８６
及び第２の切れ目８８によって画定され、折り線８９で折り曲げ可能である。引裂き線７
４、７６、７８、８０及びアクセス切欠部８２は、ディスペンサ７０のディスペンサパネ
ル７２を画定する。図示の実施形態では、ディスペンサパネル７２は、第１のサイドパネ
ル２０の縦方向の長さにわたってトップパネル３０の一部及びボトムパネル１０の一部に
延びる。ディスペンサ７０を形成する切れ目は、例えば、ブランク８の全厚を貫通して延
びていてもよい。
【００１５】
　ディスペンサ７０は、弧状の第１のベース引裂き線８３及び第２のベース引裂き線８５
並びに第１のピボット切れ目８７及び第２のピボット切れ目９１も含む。第１のベース引
裂き線８３は、第４の引裂き線８０から折り線６２まで延び、第２のベース引裂き線８５
は、第３の引裂き線７８から折り線６２まで延びる。第１のピボット切れ目８７は、第１
のベース引裂き線８３に隣接した折り線６２上の点からピボット折り線６３を通過して第
１のボトム端部フラップ１２に延びる。第２のピボット切れ目９１は、第２のベース引裂
き線８５に隣接した折り線６２上の点からピボット折り線６５を通過して第１のトップ端
部フラップ３２に延びる。ベース引裂き線８３、８５、及びピボット切れ目８７、９１は
、ディスペンサ７０の枢動可能フラップ７５を画定する。
【００１６】
　アクセスフラップ８４を掴んで引裂き線７４、７６、７８、及び８０でカートン１５０
を引き裂いてカートンからディスペンサパネル７２を除去することによって、このパネル
をカートンから除去して開口９３を形成することができる。開口９３は、ユーザが所望に
応じて容器Ｃを掴んでカートン１５０から取り出すことができるようにするようなサイズ
である。第１のベース引裂き線８３及び第２のベース引裂き線８５でフラップ７５を分離
することによってフラップを外方に枢動させることで、図示の実施形態のディスペンサ７
０をさらに開くことができることを理解されたい。フラップ７５は、第１のピボット切れ
目８７及び第２のピボット切れ目９１を軸にして枢動してディスペンサの開口９３を効果
的に広げると共に、カートンから物品をより取り出しやすくすることができる。本発明の
範囲から逸脱することなく、カートン１５０が２つ以上のディスペンサ７０を有していて
もよく、又はディスペンサをカートンから省いてもよいことを理解されたい。さらに、デ
ィスペンサ７２は、カートン１５０内に収容され得る容器のさまざまな他のサイズ及び形
状に対応するような他のサイズ及び形状であってもよい。ディスペンサ７０の第１の引裂
き線７４、第２の引裂き線７６、第３の引裂き線７８、第４の引裂き線８０は、例えば、
切り込み、折り目、切れ目、隙間、切れ目／折り目、ミシン目、オフセット切れ目、及び
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これらの組み合わせによって形成される、連続した又はほぼ連続した引裂き線であり得る
。切れ目を用いてディスペンサパターンの引裂き線７４、７６、７８、８０が形成される
場合、切れ目は、例えば１つ又は複数の破断可能な刻み目によって中断されてもよい。
【００１７】
　ブランク８の寸法及び形状は、カートン１５０内に収容される容器Ｃの特徴的寸法に対
応するように選択され得る。例えば、トップパネル３０及びボトムパネル１０は、カート
ン１５０内に保持される容器Ｃの隣接列を合わせた幅Ｗ２（図３）に概ね対応するか又は
これをわずかに超える幅Ｗ１を有し得る。第１のサイドパネル２０及び第２のサイドパネ
ル４０は、例えば、容器Ｃの層を合わせた高さＨ２（図３）に概ね対応するか又はこれを
わずかに超える高さＨ１を有し得る。ボトムパネル１０、トップパネル３０、並びにサイ
ドパネル２０及び４０は、容器Ｃの隣接列を合わせた長さＬＣ（図３）に概ね対応するか
又はこれをわずかに超える長さＬＴ（図１）を有し得る。高さＨ１が各容器Ｃの高さの整
数倍に対応するか又はこれをわずかに超えてもよく、幅Ｗ２が各容器の幅の整数倍に対応
するか又はこれをわずかに超えてもよく、また長さＬＴが各容器Ｃの長さの整数倍に対応
するか又はこれをわずかに超えてもよいことを理解されたい。例えば、ボトムパネル１０
及びトップパネル３０の幅Ｗ１は、各容器Ｃの幅の約２倍であり、サイドパネル２０、３
０の高さＨ１は、各容器の高さの約２倍であり、パネル１０、３０、２０、及び４０の長
さＬＴは、容器の長さの約３倍である。図示の実施形態の寸法Ｗ１、Ｈ１、及びＬＴは、
２×３×２の積み重ね配置の容器Ｃを収容するようなサイズのカートンに対応する。図示
の実施形態では、容器Ｃは円筒形であるため、各容器の幅及び長さが容器の直径に対応す
る。高さＨ１、幅Ｗ２、及び長さＬＴはそれぞれ、カートン１５０内の容器Ｃの配置及び
サイズに応じて、本明細書で図示及び説明する寸法より大きくても小さくてもよい。
【００１８】
　図２及び図３に示すように、図示の実施形態の仕切板９０を形成するのに用いられるブ
ランク１１は、容器Ｃがカートン１５０に詰められるときに容器の層間に位置決めされる
仕切板パネル９２を有する。仕切板パネル９２は、カートンブランク８のボトムパネル１
０及びトップパネル３０のサイズに概ね対応するようなサイズであり得る。仕切板９０用
のブランク１１は、仕切板パネル９２の第１の端部で幅方向（lateral）折り線９８に沿
って仕切板パネルに折り曲げ可能に取り付けられる保持パネル９６を含む。図示の実施形
態では、保持パネル９６は、ブランク１１の長さにわたって幅が狭くなり、第１の係止フ
ラップ（概して「第１の固定フラップ」）１０２が、幅方向折り線１０４に沿って保持パ
ネル９６に折り曲げ可能に取り付けられる。第１の係止フラップ１０２は、ブランク１１
の第１の縦方向端部１０７に対応する外縁部１０６を有する。図示の実施形態では、ブラ
ンク１１は、幅方向折り線１１０に沿って仕切板パネル９２に折り曲げ可能に取り付けら
れる第２の係止フラップ（概して「第２の固定フラップ」）１０８を有する。第２の係止
フラップ１０８は、ブランク１１の第２の縦方向端部１１３に対応する外縁部１１２を有
する。図示の実施形態では、仕切板パネル９２は、ブランク１１の対応する縦方向縁部周
辺１１８、１２０に２つのノッチ１１４、１１６を有する。図９に示すように、ノッチ１
１４、１１６は、仕切板パネル９２の縦方向の長さに沿って位置決めされるため、ノッチ
の少なくとも一方がカートン１５０のディスペンサ７０と一致する。図示の実施形態では
、２つのノッチ１１４、１１６は、カートンの付加的なディスペンサ（図示せず）の場所
に対応するように仕切板パネルの両側に示されている。ノッチ１１４、１１６の一方がデ
ィスペンサ７０と一致すると、ディスペンサ７０の開口９３を通して容器Ｃを取り出しや
すくするのに役立ち得る。
【００１９】
　カートン１５０は、ボトムパネル１０、第１のサイドパネル２０、トップパネル３０、
及び第２のサイドパネル４０が、ほぼ管状のスリーブを形成するように開かれるか又はセ
ットアップされ得るように、接着フラップ５０（図１に示す）をサイドパネル４０の内側
に最初に糊付け又は他の方法で接着することによって、ブランク８から組み立てられ得る
。ほぼ管状のスリーブは、例えば、カートンの一方の端部の端部フラップ１２、２２、３
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２、４２を折り曲げて接着して第１の端部パネル１２０（図９）を形成することによって
、またカートンの他方の端部の端部フラップ１４、２４、３４、４４を折り曲げて接着し
て第２の端部パネル１３０（図９）を形成することによって閉じることができる。容器Ｃ
又は他の物品は、例えば、カートンの一方又は両方の端部が端部フラップ１２、２２、３
２、４２、１４、２４、３４、４４によって閉じられる前のいつでも、スリーブに詰める
ことができる。好ましくは、容器Ｃは、カートン１５０内に容器を入れる前に仕切板９０
を２つの容器層間に位置決めした積み重ね配置（図３）で構成される。
【００２０】
　図９は、図１に示すブランク８から組み立てられたカートン１５０の斜視図である。組
み立てられたカートン１５０では、端部フラップ１２、２２、３２、４２が第１の端部パ
ネル１２０を形成し、端部フラップ１４、２４、３４、４４が第２の端部パネル１３０を
形成する。仕切板９０は、第１の係止フラップ１０２と第１の端部パネル１２０との噛み
合い係合、及び第２の係止フラップ１０８とカートン１５０の第２の端部パネル１３０と
の噛み合い係合によって、カートン１５０に固定される。積み重ね構成で配置した容器Ｃ
のカートン１５０への充填を、図３～図９を参照して本発明の一実施形態に従って後述す
る。
【００２１】
　図３及び図４に示すように、容器Ｃは、容器Ｃの上層及び下層を備える積み重ね構成で
配置され得る。図示の実施形態では、各層は、３個の容器Ｃを２列備える。仕切板９０を
容器Ｃの上層と下層との間に位置決めするため、仕切板パネル９２が容器Ｃ間に位置決め
され、保持パネル９６及び第１の係止フラップ１０２が、積み重ねられた容器の一方の端
部から延び、第２の係止フラップ１０８が、積み重ねられた容器の他方の端部から延びる
。保持パネル９６は、折り線９８に沿って仕切板パネル９２に対して下方に折り曲げられ
るため、保持パネル９６の内面は、容器Ｃの下層に概ね隣接する。図４に示すように、係
止フラップ１０２は、折り線１０４に沿って折り曲げられて、保持パネル９６に対して傾
斜角で位置決めされる。仕切板９０を２層間に位置決めして容器Ｃを積み重ね構成で配置
した後、積み重ねられた容器をカートン１５０内に詰める（図４）ため、係止フラップ１
０２の外縁部１０６が端部フラップ１４の内面１３４と接触する。
【００２２】
　積み重ねられた容器を詰めた後、サイドフラップ２４、４４のそれぞれの内面１３６、
１３８が保持パネル９６の外面１４２と対面関係になり、係止フラップ１０２が閉じたサ
イドフラップの下縁部の下から外方に突出するように、サイドフラップを図５に示す閉位
置に移動させる。図６に示すように、端部フラップ１４を閉位置に持ち上げ、端部フラッ
プ１４の内面１３４が係止フラップ１０２の外面と概ね対面関係になるように位置決めす
る。ボトム端部フラップ１４を閉位置に持ち上げると、係止フラップ１０２が折り曲げら
れてサイドフラップ２４、４４とボトム端部フラップ１４との間に挟まるため、仕切板９
０がカートン１５０に固定される。ボトム端部フラップ１４の閉位置では、係止フラップ
１０２の内面１４４がサイドフラップ２４、４４のそれぞれの外面１４６、１４８と対面
関係になる。トップ端部フラップ３４を閉じると、カートン１５０の第１の端部パネル１
２０の閉鎖が完了する。トップ端部フラップ３４は、糊等の接着材料でボトム端部フラッ
プ１４に固定することができる。
【００２３】
　図７は、積み重ねられた容器がカートンに詰められて、第２の係止フラップ１０８が仕
切板パネル９２から仕切板パネルとほぼ同一平面上にある折り曲げられていない位置に延
びている、カートン１５０の第２の端部パネル１３０を示す。図７Ａに示すように、カー
トン１５０の第２の端部パネル１３０は、第２の係止フラップ１０８が各サイドパネル２
２、４２のノッチ２３、４５に受け止められるようにサイドフラップを最初に折り曲げる
ことによって閉じられる。図８及び図８Ａに示すように、ボトム端部フラップの内面が第
２の係止パネル１０８と接触して第２の係止パネルを仕切板９０の仕切板パネル９２に対
して上方に折り曲げるように、ボトム端部フラップ１２をボトムパネル１０に対して上方
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に折り曲げる。このように、第２の係止パネル１０８は、第２の係止パネルがサイドフラ
ップ２２、４２とボトム端部フラップ１２との間に挟まるように折り線１０４に沿って上
方に折り曲げられるため、仕切板９０がカートン１５０の第２の端部パネル１３０で噛み
合い係合する。トップ端部フラップ３２を下方に折り曲げると、カートン１５０の第２の
端部パネル１３０の閉鎖が完了する。トップ端部フラップ３２は、糊等の接着材料でボト
ム端部フラップ１２に固定することができる。
【００２４】
　図９に示す組み立て構成では、容器Ｃは、カートン１５０内に収容された積み重ね構成
の上段又は下段からディスペンサ開口９３を通して抜き取ることができる。ディスペンサ
開口９３に隣接する１つ又は複数の容器Ｃに容易にアクセスして、カートン１５０から取
り出すことができる。仕切板９０は、カートン１５０の両方の端部パネル１３０、１２０
で固定されるため、容器Ｃを取り出すときに、仕切板はカートン内でほぼ静止したままで
あり、容器は積み重ね構成で配置されたままであり、カートンから容易に供給することが
できる。本発明の図示の実施形態のカートン１５０における仕切板９０の固定は、カート
ンの第１の端部パネル１２０での第１の係止フラップ１０２とサイドフラップ２４、２４
、及び端部フラップ１４との噛み合い係合、及びカートンの第２の端部パネル１３０での
第２の係止フラップ１０８とサイドフラップ２２、４２、及び端部フラップ１２との噛み
合い係合によって達成される。このように、仕切板９０は、糊又は他の接着剤を用いずに
カートン１５０に固定され、カートンの内部空間を上室及び下室に分割するように位置決
めされる。
【００２５】
　説明のために、本発明は、概して、円筒形の容器を収容するようなサイズ及び寸法にさ
れる板紙カートン又はパッケージに関して開示されている。図面に示すカートンは、各段
に複数列の容器が含まれている２段構成で容器を収容するようなサイズになっているが、
本発明はいかなる特定のサイズ又は寸法にも限定されない。例えば、図１～図９の図示の
実施形態は、２×３×２の構成で配置された１２個の容器を収容するように示されている
が、本発明は、３×４×２、２×４×２、２×５×２、４×６×２、４×５×２、３×６
×２、５×６×２等、代替的な配置で他の量の容器を保持するようなサイズ及び形状にさ
れる場合でも、満足な働きをするであろう。さらに、本発明の範囲から逸脱することなく
、３層以上の容器をカートン内に収容するように、複数の仕切板を用いてもよい。
【００２６】
　図１０は、本発明の第２の実施形態によるカートン２５０（図１２及び図１８に示す）
を形成するのに用いられる、全体的に２０８で示すブランクの内側の平面図である。カー
トン２５０を用いて、通常はカートン内に少なくとも２つの層で配置される容器Ｃ２（図
１２）等の複数の物品を収容することができる。容器Ｃ２の層は、全体的に２１１で示す
ブランク（図２）から形成される全体的に２９０で示す仕切板（図３）によって分離され
る。本明細書でより詳細に説明するように、仕切板２９０は、容器をカートン２５０から
取り出すときに仕切板がカートン内のほぼ固定された位置に留まるように、カートン内に
固定される。図示の実施形態では、容器Ｃ２は、ほぼ円筒形であり、容器の直径と比べて
比較的低い高さを有する。容器Ｃ２の比較的小さい高さ対直径比と容器の設計とによって
、容器Ｃ２の各層が積み重ね配置で２つの容器を含むように容器を互いにスタック状に重
ね合わせることができる。したがって、図１２に示すように、容器Ｃ２の下層及び容器の
上層はそれぞれ、行及び列で配置された複数の積み重ねられた容器を含む。図３の実施形
態では、容器Ｃ２は、上層及び下層に配置され、上層及び下層はそれぞれ、２行３列で配
置される１２個の容器を含む。この配置は、２×３×４配置と一般に呼ばれる。本発明の
範囲から逸脱することなく、容器Ｃ２が３層以上で配置されてもよく、各層の容器が１２
個より多くても少なくてもよいことを理解されたい。
【００２７】
　ブランク２０８は、縦軸Ｌ３及び横軸Ｌ４を有する。図示の実施形態では、ブランク２
０８は、第１の横方向折り線２２１で第１のサイドパネル２２０に折り曲げ可能に接続さ
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れるボトムパネル２１０、第２の横方向折り線２３１で第１のサイドパネル２２０に折り
曲げ可能に接続されるトップパネル２３０、及び第３の横方向折り線２４１でトップパネ
ル２３０に折り曲げ可能に接続される第２のサイドパネル２４０を備える。接着フラップ
２５０を、第４の横方向折り線２５１でボトムパネル２１０に折り曲げ可能に接続しても
よい。
【００２８】
　ボトムパネル２１０は、第１のボトム端部フラップ２１２及び第２のボトム端部フラッ
プ２１４に折り曲げ可能に接続される。第１のサイドパネル２２０は、第１のサイドフラ
ップ２２２及び第２のサイドフラップ２２４に折り曲げ可能に接続される。トップパネル
２３０は、第１のトップ端部フラップ２３２及び第２のトップ端部フラップ２３４に折り
曲げ可能に接続される。第２のサイドパネル２４０は、第１のサイドフラップ２４２及び
第２のサイドフラップ２４４に折り曲げ可能に接続される。カートン２５０を組み立てる
と、端部フラップ２１２及び２３２並びにサイドフラップ２２２及び２４２が、カートン
２５０の一方の端部を閉じ、端部フラップ２１４及び２３４並びにサイドフラップ２２４
及び２４４が、カートン２５０の第２の端部を閉じる。本発明の代替的な一実施形態によ
れば、カートンの端部を閉じるのに異なるフラップ配置を用いてもよい。
【００２９】
　端部フラップ２１２及び２３２並びにサイドフラップ２２２及び２４２は、ブランク２
０８の第１の周辺領域に沿って延びることができ、ブランク２０８の長さに沿って延びる
第１の縦方向折り線２６２で折り曲げ可能に接続することができる。端部フラップ２１４
及び２３４並びにサイドフラップ２４及び４４は、ブランク２０８の第２の周辺領域に沿
って延びることができ、同じくブランク２０８の長さに沿って延びる第２の縦方向折り線
２６４で折り曲げ可能に接続することができる。縦方向折り線２６２、２６４は、例えば
、ほぼ直線状であってもよく、又はブランクの厚さ若しくは他の因子を考慮に入れて１つ
又は複数の場所にずれていてもよい。図示の実施形態では、サイドフラップ２２２、２２
４、２４２、及び２４４はそれぞれ、フラップの各側縁部２２６、２２７、２４６、２４
７に対応するノッチ２２３、２２５、２４３、及び２４５を有する。各フラップ２２２、
２２４、２４２、及び２４４の側縁部２２６、２２７、２４６、２４７は、各フラップを
それぞれのパネル２２０、２４０に取り付ける対応する折り線２６２、２６４から離間し
ている。図示の実施形態では、各ノッチ２２３、２２５、２４３、２４５は、ほぼＶ字形
であり、各フラップ２２２、２２４、２４２、２４４の概ね縦方向中心線上で且つ各フラ
ップの両端部の中間に位置付けられるが、異なる形状及び位置のノッチも本発明の範囲内
にある。
【００３０】
　カートンブランク２０８は、サイドパネル２２０に除去可能に取り付けられるディスペ
ンサパネル２７２を含む、全体的に２７０で示すディスペンサを含み得る。ディスペンサ
パネル２７２は、サイドパネル２２０に縦方向に延びる第１の引裂き線２７４及び第１の
引裂き線とほぼ平行な第２の引裂き線２７６で、カートンブランク２０８に取り付けられ
ている。引裂き線２７４及び２７６は、ディスペンサパネル２７２を除去するとカートン
２５０から物品を選択的に取り出すことを可能にするようなサイズの開口２９３（図１９
）をサイドパネル２２０に形成するように、所定の距離だけ互いに離間している。図示の
実施形態では、ディスペンサは、トップパネル２３０に第３の引裂き線２７８、及びボト
ムパネル２１０に第４の引裂き線２８０を含み、これらはそれぞれ、容器Ｃ２の形状に対
応するように湾曲している。図示の実施形態では、ディスペンサ２７０は、トップパネル
２３０に第１のフィンガパネル２７３、及びボトムパネル２１０に第２のフィンガパネル
２７５を含む。第１のフィンガパネル２７３及び第２のフィンガパネル２７５は、それぞ
れの第３の引裂き線２７８及び第４の引裂き線２８０から内方に湾曲したそれぞれの湾曲
引裂き線２７７及び２７９によって形成される。フィンガパネル２７３、２７５は、湾曲
引裂き線２７７、２７９と、第３の引裂き線２７８及び第４の引裂き線２８０のうち湾曲
引裂き線の各端部がこれらの引裂き線と交わる点間の部分とに囲まれた、トップパネル２
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３０及びボトムパネル２１０の各部分を含む。引裂き線２７４、２７６、２７８、２８０
及びフィンガパネル２７３、２７５は、ディスペンサ２７０のディスペンサパネル２７２
を画定する。図示の実施形態では、ディスペンサパネル２７２は、第１のサイドパネル２
２０の縦方向の長さにわたってトップパネル２３０の一部及びボトムパネル２１０の一部
に延びる。ディスペンサ２７０を形成する切れ目は、例えば、ブランク２０８の全厚を貫
通して延びていてもよい。
【００３１】
　ディスペンサ２７０は、弧状の第１のベース引裂き線２８３及び第２のベース引裂き線
２８５並びに第１のピボット切れ目２８７及び第２のピボット切れ目２９１も含む。第１
のベース引裂き線２８３は、第３の引裂き線２７８から折り線２６２まで延び、第２のベ
ース引裂き線２８５は、第４の引裂き線２８０から折り線２６２まで延びる。第１のピボ
ット切れ目２８７は、第１のベース引裂き線２８３に隣接した折り線２６２上の点からピ
ボット折り線２６３を通過して第１のトップ端部フラップ２３２に延びる。第２のピボッ
ト切れ目２９１は、第２のベース引裂き線２８５に隣接した折り線２６２上の点からピボ
ット折り線２６５を通過して第１のボトム端部フラップ２１２に延びる。ベース引裂き線
２８３、２８５、及びピボット切れ目２８７、２９１は、ディスペンサ２７０の枢動可能
フラップ２７５を画定する。
【００３２】
　湾曲引裂き線２７７、２７９に沿ってフィンガパネル２７３、２７５を引き裂き、ディ
スペンサパネルを掴んで引裂き線２７４、２７６、２７８、及び２８０でカートン２５０
を引き裂いてカートンからパネルを除去することによって、ディスペンサパネル２７２を
カートンから除去して開口２９３を形成することができる。開口２９３は、ユーザが所望
に応じて容器Ｃ２を掴んでカートン２５０から取り出すことができるようにするようなサ
イズである。第１のベース引裂き線２８３及び第２のベース引裂き線２８５でフラップ２
７５を分離することによってフラップを外方に枢動させることで、図示の実施形態のディ
スペンサ２７０をさらに開くことができることを理解されたい。フラップ２７５は、第１
のピボット切れ目２８７及び第２のピボット切れ目２９１を概ね軸にして枢動してディス
ペンサの開口２９３を効果的に広げると共に、カートンから物品をより取り出しやすくす
ることができる。本発明の範囲から逸脱することなく、カートン２５０が２つ以上のディ
スペンサ２７０を有していてもよく、又はディスペンサをカートンから省いてもよいこと
を理解されたい。さらに、ディスペンサ２７２は、カートン２５０内に収容され得る容器
のさまざまな他のサイズ及び形状に対応するような他のサイズ及び形状であってもよい。
ディスペンサ２７０の第１の引裂き線２７４、第２の引裂き線２７６、第３の引裂き線２
７８、第４の引裂き線２８０、及び湾曲引裂き線２７７、２７９は、例えば、切り込み、
折り目、切れ目、隙間、切れ目／折り目、ミシン目、オフセット切れ目、及びこれらの組
み合わせによって形成される、連続した又はほぼ連続した引裂き線であり得る。切れ目を
用いてディスペンサパターンの引裂き線２７４、２７６、２７８、２８０が形成される場
合、切れ目は、例えば１つ又は複数の破断可能な刻み目によって中断されてもよく、又は
引裂き線の長さに沿って連続していてもよい。
【００３３】
　ブランク２０８の寸法及び形状は、カートン２５０内に収容される容器Ｃ２の特徴的寸
法に対応するように選択され得る。例えば、トップパネル２３０及びボトムパネル２１０
は、カートン２５０内に保持される容器Ｃ２の隣接列を合わせた幅Ｗ４（図１２）に概ね
対応するか又はこれをわずかに超える幅Ｗ３（図１０）を有し得る。第１のサイドパネル
２２０及び第２のサイドパネル２４０は、例えば、容器Ｃ２の層を合わせた高さＨ４（図
１２）に概ね対応するか又はこれをわずかに超える高さＨ３（図１０）を有し得る。ボト
ムパネル２１０、トップパネル２３０、並びにサイドパネル２２０及び２４０は、容器Ｃ
２の隣接列を合わせた長さＬＲ（図１２）に概ね対応するか又はこれをわずかに超える長
さＬＰ（図１０）を有し得る。高さＨ３が各容器Ｃ２の高さの整数倍に対応するか又はこ
れをわずかに超えてもよく、幅Ｗ４が各容器の幅の整数倍に対応するか又はこれをわずか
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に超えてもよく、また長さＬＰが各容器Ｃ２の長さの整数倍に対応するか又はこれをわず
かに超えてもよいことを理解されたい。例えば、ボトムパネル２１０及びトップパネル２
３０の幅Ｗ３は、各容器Ｃ２の幅の約２倍であり、サイドパネル２２０、２３０の高さＨ
３は、各容器の高さの約４倍であり、パネル２１０、２３０、２２０、及び２４０の長さ
ＬＰは、容器の長さの約３倍である。図示の実施形態の寸法Ｗ３、Ｈ３、及びＬＰは、２
×３×４の積み重ね配置の容器Ｃ２を収容するようなサイズのカートンに対応する。図示
の実施形態では、容器Ｃ２は、各容器の幅及び長さが容器の直径に対応するように円筒形
である。高さＨ３、幅Ｗ３、及び長さＬＰはそれぞれ、カートン２５０内の容器Ｃ２の配
置及びサイズに応じて、本明細書で図示及び説明する寸法より大きくても小さくてもよい
。
【００３４】
　図１０及び図１２に示すように、図示の実施形態の仕切板２９０を形成するのに用いら
れるブランク２１１は、容器Ｃ２がカートン２５０に詰められるときに容器Ｃ２の層間に
位置決めされる仕切板パネル２９２を有する。仕切板パネル２９２は、カートンブランク
２０８のボトムパネル２１０及びトップパネル２３０のサイズに概ね対応するようなサイ
ズであり得る。仕切板２９０用のブランク２１１は、仕切板パネル２９２の第１の端部で
幅方向折り線２９８に沿って仕切板パネル２９２に折り曲げ可能に取り付けられる保持パ
ネル２９６を含む。図示の実施形態では、保持パネル２９６は、ブランク２１１の長さに
わたって幅が狭くなり、ブランクの第１の縦方向端部３０１を含む外縁部２９９を有する
。第１の固定タブ（概して「第１の固定フラップ」）３０２が、折り線２９８に沿って仕
切板パネル２９２に折り曲げ可能に取り付けられ、切欠部３０４によって保持パネル２９
６から離間している。図示の実施形態では、ブランク２１１は、折り線２９８に沿って仕
切板パネル２９２に折り曲げ可能に取り付けられると共に切欠部３１０によって保持パネ
ルから離間している第２の固定タブ（概して「第２の固定フラップ」）３０８を含む。図
示の実施形態では、固定タブ３０２、３０８は、仕切板パネル３９２の縦方向縁部に沿っ
て幅方向に離間したほぼ矩形のタブである。本発明の範囲から逸脱することなく、固定タ
ブ３０２、３０８が図示のものとは異なる形状及びサイズを有していてもよく、仕切板パ
ネル２９２に接続される固定タブが２つより多くても少なくてもよいことを理解されたい
。さらに、切欠部３０４、３１０は異なる形態であってもよく、例えば、スリットで置き
換えてもよい。
【００３５】
　図示の実施形態では、ブランク２１１は、幅方向折り線３１６に沿って仕切板パネル２
９２に折り曲げ可能に取り付けられる第３の固定フラップ３１４を有する。第３の固定フ
ラップ３１４は、ブランク２１１の第２の縦方向端部３１９を含む外縁部３１８を有する
。図示の実施形態では、仕切板パネル２９２は、ブランク１１の対応する縦方向縁部３２
４、３２６に２つのノッチ３２０、３２２を有する。図１８に示すように、ノッチ３２０
、３２２は、仕切板パネル２９２の縦方向の長さに沿って位置決めされるため、ノッチの
少なくとも一方がカートン２５０のディスペンサ２７０と一致する。図示の実施形態では
、２つのノッチ３２０、３２２は、カートンの付加的なディスペンサ（図示せず）の場所
に対応するように仕切板パネル２９２の両側に示されている。ノッチ２２０、２２２の一
方がディスペンサ２７０と一致すると、ディスペンサの開口２９３を通して容器Ｃ２を取
り出しやすくするのに役立ち得る。
【００３６】
　カートン２５０は、ボトムパネル２１０、第１のサイドパネル２２０、トップパネル２
３０、及び第２のサイドパネル４０が、ほぼ管状のスリーブを形成するように開かれるか
又はセットアップされ得るように、接着フラップ２５０（図１０に示す）をサイドパネル
２４０の内側に最初に糊付け又は他の方法で接着することによって、ブランク２０８から
組み立てられ得る。ほぼ管状のスリーブは、例えば、カートンの一方の端部の端部フラッ
プ２１４、２２４、２３４、２４４を折り曲げて接着して第１の端部パネル３３０（図１
８）を形成することによって、またカートンの他方の端部の端部フラップ２１２、２２２
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、２３２、２４２を折り曲げて接着して第２の端部パネル３４０を形成することによって
閉じることができる。容器Ｃ２又は他の物品は、例えば、カートンの一方又は両方の端部
が端部フラップ２１２、２２２、２３２、２４２、２１４、２２４、２３４、２４４によ
って閉じられる前のいつでも、スリーブに詰めることができる。好ましくは、容器Ｃは、
カートン２５０内に容器を入れる前に仕切板２９０を２つの容器層間に位置決めした積み
重ね配置（図１２）で構成される。
【００３７】
　図１９は、図１０に示すブランク２０８から組み立てられたカートン２５０の斜視図で
ある。組み立てられたカートン２５０では、端部フラップ２１４、２２４、２３４、２４
４が第１の端部パネル３３０を形成し、端部フラップ２１２、２２２、２３２、２４２が
第２の端部パネル３４０を形成する。仕切板２９０は、第１の固定フラップ３０２及び第
２の固定フラップ３０８と第１の端部パネル３３０との噛み合い係合、及び第３の固定フ
ラップ３１４とカートン２５０の第２の端部パネル３４０との噛み合い係合によって、カ
ートン２５０に固定される。積み重ね構成で配置した容器Ｃ２のカートン２５０への充填
を、図１２～図１９を参照して本発明の一実施形態に従って後述する。
【００３８】
　図１２及び図１５に示すように、容器Ｃ２は、容器Ｃ２の上層及び下層を備える積み重
ね構成で配置され得る。図示の実施形態では、各層は、積み重ねた３対の容器Ｃ２を２列
備える。一実施形態では、仕切板２９０を容器Ｃ２の上層と下層との間に位置決めするた
め、仕切板パネル２９２が容器Ｃ２間に位置決めされ、保持パネル２９６、第１の固定フ
ラップ３０２、及び第２の固定フラップ３０８が、積み重ねられた容器の一方の端部から
延び、第３の固定フラップ３１４が、積み重ねられた容器の他方の端部から延びる。図１
２及び図１３に示すように、保持パネル２９６は、折り線２９８に沿って仕切板パネル２
９２に対して下方に折り曲げられるため、保持パネル２９６の内面は、容器Ｃ２の下層に
概ね隣接する。固定タブ３０２、３０８は、仕切板パネル２９２とほぼ平行であり、保持
パネル２９６に対してほぼ垂直になるように折り線２９８から延びる。仕切板２９０を２
層間に位置決めして保持パネル２９６を下方に折り曲げて容器Ｃ２を積み重ね構成で配置
した後、積み重ねられた容器をカートン２５０内に詰める（図１３）。
【００３９】
　積み重ねられた容器を詰めた後、サイドフラップ２２４、２４４のそれぞれの内面３３
６、３３８（図１３）が保持パネル２９６の外面３４２と対面関係になり、固定タブ３０
２、３０８がサイドフラップの各ノッチ２２５、２４５から外方に突出してこれらに受け
止められるように、サイドフラップを図１４に示す閉位置に移動させる。図１５に示すよ
うに、端部フラップ２１４を閉位置に持ち上げ、端部フラップ２１４の内面３３４（図１
４）が固定タブ３０２、３０８の外面と概ね対面関係になるように位置決めする。ボトム
端部フラップ２１４を閉位置に持ち上げると、固定フラップ３０２、３０８が上方に折り
曲げられてサイドフラップ２２４、２４４とボトム端部フラップ２１４との間に挟まるた
め、仕切板２９０がカートン２５０に固定される。ボトム端部フラップ２１４の閉位置で
は、各固定タブ３０２、３０８の内面３４４、３４６（図１４）がサイドフラップ２２４
、２４４のそれぞれの外面３４７、３４９と対面関係になる。図１９に示すように、トッ
プ端部フラップ２３４は下方に折り曲げられるため、トップ端部フラップの内面３５２（
図１５）が、上方に折り曲げられた固定タブ３０２、３０８のそれぞれの外面３５４、３
５６と接触する。トップ端部フラップ２３４を、糊等の接着材料でボトム端部フラップ２
１４に固定して、第１の端部パネル３３０の閉鎖を完了することができる。
【００４０】
　図１６は、積み重ねられた容器Ｃ２がカートンに詰められて、第３の固定フラップ３０
８が仕切板パネル２９２から仕切板パネルとほぼ同一平面上にある折り曲げられていない
位置に延びている、カートン１５０の第２の端部パネル３４０を示す。図１７に示すよう
に、カートン３５０の第２の端部パネル３４０は、第３の固定フラップ３１４がそれぞれ
のサイドフラップ２２２、２４２のノッチ２２３、２４５に受け止められるようにサイド
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フラップを最初に折り曲げることによって閉じられる。図１７及び図１８に示すように、
ボトム端部フラップの内面３６０が第３の固定パネル３１４と接触してこの固定パネルを
仕切板２９０の仕切板パネル２９２に対して上方に折り曲げるように、ボトム端部フラッ
プ２１２がボトムパネル２１０に対して上方に折り曲げられるため、固定パネルの内面３
６２は、サイドフラップ２２２、２４２の外面３６４、３６６と接触する。このように、
第３の固定パネル３１４は、この固定パネルがサイドフラップ２２２、２４２とボトム端
部フラップ２１２との間に挟まるように折り線３１６に沿って上方に折り曲げられるため
、仕切板２９０がカートン３５０の第２の端部パネル３４０で噛み合い係合する。トップ
端部フラップ２３２は下方に折り曲げられるため、端部フラップ２３２の内面３６８（図
１６）が固定フラップ３１４の外面３７０（図１８）の一部及びボトム端部フラップ２１
２の外面３７２の一部の上に重なる。第２の端部パネル３４０を閉位置に固定するために
、トップ端部フラップ２３２を、糊等の接着材料でボトム端部フラップ２１２に固定する
ことができる。
【００４１】
　図１９に示す組み立て構成では、容器Ｃ２は、カートン２５０内に収容された積み重ね
構成の上段又は下段からディスペンサ開口２９３を通して抜き取ることができる。ディス
ペンサ開口２９３に隣接する１つ又は複数の容器Ｃ２に容易にアクセスして、カートン２
５０から取り出すことができる。仕切板２９０は、カートン２５０の両方の端部パネル３
３０、３４０で固定されるため、容器Ｃ２を取り出すときに、仕切板はカートン内でほぼ
静止したままであり、容器は積み重ね構成で配置されたままであり、カートンから容易に
供給することができる。本発明の第２の実施形態のカートン２５０における仕切板２９０
の固定は、カートンの第１の端部パネル３３０での第１の固定フラップ３０２及び第２の
固定フラップ３０８とサイドフラップ２２４、２４４、及び端部フラップ２１４との噛み
合い係合、及びカートンの第２の端部パネル３４０での第３固定フラップ３１４とサイド
フラップ２２２、２４２、及び端部フラップ２１２との噛み合い係合によって達成される
。このように、仕切板２９０は、糊又は他の接着剤を用いずにカートン２５０に固定され
、カートンの内部空間を上室及び下室に分割するように位置決めされる。
【００４２】
　説明のために、本発明は、概して、円筒形の容器を収容するようなサイズ及び寸法にさ
れる板紙カートン又はパッケージに関して開示されている。図面に示すカートンは、各段
に複数列の容器が含まれている２段構成で容器を収容するようなサイズになっているが、
本発明はいかなる特定のサイズ又は寸法にも限定されない。例えば、図１０～図１９の実
施形態は、２×３×４の構成で配置された２４個の容器を収容するように示されているが
、本発明は、３×４×４、２×４×４、２×５×４、４×６×４、４×５×４、３×６×
４、５×６×４等、代替的な配置で他の量の容器を保持するようなサイズ及び形状にされ
る場合でも、満足な働きをするであろう。さらに、容器Ｃ２は、１つ又は複数の容器が各
層で積み重ね構成で収容されるようなサイズであってもよい。さらに、本発明の範囲から
逸脱することなく、３層以上の容器をカートン内に収容することができるように、複数の
仕切板を用いてもよい。
【００４３】
　図２０は、本発明の第３の実施形態の全体的に４０２で示すカートン（図２２）を形成
するのに用いられる、全体的に４００で示すカートンブランクを示す。カートン４０２を
用いて、通常はカートン内に少なくとも３つの層で配置される容器Ｃ３（図２２）等の複
数の容器を収容することができる。容器Ｃ３の層は、全体的に４０６で示すブランクから
形成される全体的に４０４で示す仕切板（図２２）によって分離される。
【００４４】
　第２の実施形態のブランク４００は、ボトムパネル４０７、トップパネル４０８、第１
のサイドパネル４１０、及び第２のサイドパネル４１１を含む。第１のサイドパネル４１
０は、２つのノッチ４１３、４１４を有する第１のサイドフラップ４１２及び２つのノッ
チ４２０、４２２を有する第２のサイドフラップ４１８に接続される。第２のサイドパネ
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ル４１１は、２つのノッチ４２８、４３０を有する第１のサイドフラップ４２６及び２つ
のノッチ４３４、４３６を有する第２のサイドフラップ４３２に折り曲げ可能に接続され
る。第１のサイドフラップ４１２、４２６は、ブランク４０２の一方の端部で縦方向折り
線４４０によってそれぞれのサイドパネル４１０、４１１に折り曲げ可能に接続され、第
２のサイドフラップ４１８、４２８は、ブランクの他方の端部で縦方向折り線４４２によ
ってそれぞれのサイドパネルに接続される。図２０の実施形態では、第１のサイドパネル
４１０及び第２のサイドパネル４１１は、容器Ｃ３の層を合わせた高さＨ６（図２２）に
概ね対応するか又はこれをわずかに超える高さＨ５を有する。
【００４５】
　図２１に示すように、ブランク４０６は、第１の横方向折り線４５４で接続パネル４５
２に折り曲げ可能に取り付けられる第１の仕切板パネル４５０、及び第２の横方向折り線
４５８で接続パネルに折り曲げ可能に接続される第２の仕切板パネル４５６を備える。ブ
ランク４０６は、折り線４５４上に３つの切欠部４６４、４６６、及び４６８と、折り線
４５８上に３つの切欠部４７０、４７２、４７４とを任意に有する。仕切板４０４をカー
トン４０２に組み立てるときに、切欠部４６４、４６６、及び４６８は、折り線４５４に
沿ったブランク４０６の折り曲げを補助し、切欠部４７０、４７２、及び４７４は、折り
線４５８に沿ったブランク４０６の折り曲げを補助する。本発明の範囲から逸脱すること
なく、切欠部は、他の形状及び配置であってもよく、又はブランク４０６から省いてもよ
いことを理解されたい。
【００４６】
　ブランク４０６は、幅方向折り線４８２に沿って第１の仕切板パネル４５０に折り曲げ
可能に接続される第１の保持パネル４８０、及び幅方向折り線４８６に沿って第２の仕切
板パネル４５６に折り曲げ可能に接続される第２の保持パネル４８４を有する。第１の固
定タブ４９０及び第２の固定タブ４９２（概して「第１の固定フラップ」及び「第２の固
定フラップ」）が、折り線４８２に沿って第１の仕切板パネル４５０に折り曲げ可能に取
り付けられ、それぞれの切欠部４９４、４９６によって保持パネル４８０から離間してい
る。ブランク４０６は、折り線４８６に沿って第２の仕切板パネル４５６に折り曲げ可能
に取り付けられると共にそれぞれの切欠部５０４、５０６によって保持パネル４８４から
離間している、第３の固定タブ５００及び第４の固定タブ５０２（概して「第３の固定フ
ラップ」及び「第４の固定フラップ」）を含む。切欠部４９４、４９６、５０４、５０６
は異なる形態であってもよく、例えば、スリットで置き換えてもよい。仕切板パネル４５
０は、ブランク４０６の第２の端部の折り線５１４で取り付けられる第５の固定フラップ
５１０を有し、仕切板パネル４５６は、ブランクの第２の端部の折り線５１６で取り付け
られる第６の固定フラップ５１２を有する。
【００４７】
　前の実施形態のように、固定タブ４９０、４９２、５００、５０２は、仕切板４０４を
カートン４０２の第１の閉端部５２０（図２２）に固定し、第５の固定フラップ５１０及
び第６の固定フラップ５１２は、仕切板４０４をカートンの第２の閉端部５２２に固定す
る。好ましくは、容器Ｃ３は、３つの容器層の積み重ね配置（図２２）で構成され、第１
の仕切板パネル４５０が容器の下層と中間層との間に配置され、第２の仕切板パネル４５
６が容器の中間層と上層との間に配置された後で、カートン４０２内に容器が入れられる
。積み重ねられた容器Ｃ３がカートン４０２内に入れられると、接続パネル４５２は、カ
ートンのサイドパネル４１０に概ね隣接する。仕切板４０４の固定タブ４９４、４９６、
５００、５０２及び固定フラップ５１０、５１２は、仕切板２９０に関して上述したのと
同様にしてカートン４０２に取り付けられる。図２２の図示の実施形態では、固定タブ４
９４、４９６、５００、５０２は、サイドフラップ４１２、４１６を閉じて閉端部５２５
を形成するときに、それぞれのノッチ４１３、４１４、４２８、４３０に受け止められる
。固定タブ５００、５０２は、ボトム端部フラップ５２６を上方に折り曲げてカートン４
０２の閉端部５２０を閉じるときに、折り線４８２及び４８６に対して上方に折り曲げら
れる。固定タブ４９０、４９２は、トップ端部フラップ５２８を下方に折り曲げてカート
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ン４０２の閉端部５２０を閉じるときに、折り線４８６に対して下方に折り曲げられる。
サイドフラップ４１８、４３２を閉じると、仕切板４０４の固定フラップ５１０、５１２
は、カートン４０２の第２の閉端部５２２でそれぞれのノッチ４２０、４２２、４３４、
４３６に受け止められる。第１の固定フラップ５１０は、ボトム端部フラップ５３０を上
方に折り曲げてカートン４０２の閉端部５２２を閉じるときに、折り線５１４に対して上
方に折り曲げられる。第２の固定フラップ５１２は、トップ端部フラップ５３２を下方に
折り曲げてカートン４０２の閉端部５２２の閉鎖を完了するときに、折り線５１６に対し
て下方に折り曲げられる。このように、仕切板４０４は、第１の閉端部５２０では、固定
タブ４９０、４９２、５００、５０２とサイドフラップ４１２、４２６、トップ端部フラ
ップ５２６、及びボトム端部フラップ５２８との噛み合い係合によって、また第２の閉端
部５２２では、固定タブ５１０、５１２とサイドフラップ４１８、４３２、トップ端部フ
ラップ５３０、及びボトム端部フラップ５３２との噛み合い係合によって、カートン４０
２に固定される。
【００４８】
　第３の実施形態の仕切板４０４は、容器Ｃ３がカートン４０２内の３層のいずれかから
取り出されるときにも、ほぼ所定位置に留まる。したがって、各層の片側から容器Ｃ３を
取り出しても、その層の残りの容器の安定性を低下させることはない。したがって、カー
トン４０２内の容器Ｃ３は、全容器がカートンから取り出されるまでほぼ整然としたまま
である。
【００４９】
　本発明は、物品への容易なアクセスを提供する付加的な開口特徴部、及びカートンの前
端部又は後端部に物品を位置決めする傾斜特徴部を含む、種々の特徴部を含むカートンで
用いることができる。代替的な一実施形態によれば、仕切板パネルは、カートンの閉端部
のうちの一方にのみ噛み合い係合する。
【００５０】
　本発明によるブランクは、例えば、塗工板紙及び同様の材料から形成することができる
。例えば、ブランクの内側及び／又は外側は、クレーコートでコーティングすることがで
きる。続いて、クレーコートの上には、製品、広告、値段コード、及び他の情報又は画像
を印刷してもよい。続いて、ブランクに印刷された情報を保護するために、ブランクをワ
ニスでコーティングしてもよい。ブランクは、例えば、ブランクの片側又は両側を防湿層
でコーティングすることもできる。上述の実施形態によれば、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板紙で構成され得る。ブランクは、カートンが少なくとも
概ね上述のように機能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等、他の
材料で構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するか又はコーティングすることもできる。
【００５１】
　本発明の上述の実施形態によれば、折り線は、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ほぼ直線状の任意の弱化形態であり得る。本発明の範囲を狭める
ためではないが、より詳細には、折り線は、所望の脆弱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切り込み線、所望の脆弱線に沿って材料の
厚さを貫通しない（extends partially into）切れ目、及び／又は所望の脆弱線に沿って
材料の厚さを貫通しない一連の切れ目及び／若しくは厚さを貫通する（completely throu
gh）一連の切れ目、及びこれらの特徴の種々の組み合わせを含む。切断を用いて折り線が
作られる状況では、通常、切断は、賢明なユーザでも誤って折り線を引裂き線又は他の分
断線とみなす可能性があるほど大きすぎないようにする。
【００５２】
　一例として、引裂き線は、所望の弱化線に沿って材料の厚さを貫通しない１つのスリッ
ト、並びに／又は所望の弱化線に沿って材料の厚さを貫通しない一連の離間したスリット
及び／若しくは厚さを貫通する一連の離間したスリット、又はこれらの特徴の任意の組み
合わせを含み得る。より具体的な一例として、１つのタイプの引裂き線は、材料の厚さを
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貫通する一連の離間したスリットの形態であり、隣接するスリットが互いにわずかに離間
しているため、通常は引裂き線にわたって材料を一時的に接続するように隣接するスリッ
ト間に刻み目（例えば、何らかの橋状の小さな材料片）が画定される。刻み目は、引裂き
線に沿った引裂き時に破られる。刻み目は通常、引裂き線において比較的わずかな割合を
占めるものであり、代替的に、刻み目を引裂き線から省く、すなわち引裂き線上で破って
おく（omitted from or torn in a tear line）ことができることにより、引裂き線が連
続した切れ目になる。すなわち、引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、本発明の範囲内である。例えば、本発明から逸脱することなく、切れ目は、連続
したスリットであってもよく、又はスリットよりも広いものであってもよい。
【００５３】
　上記の実施形態は、カートンの実施形態の組み立て時に糊によって互いに貼り合わせら
れる１つ又は複数のパネルを有するものとして説明されている場合がある。「糊」という
用語は、カートンパネルを所定位置に固定するのに一般的に用いられるあらゆる種類の接
着剤を包含することが意図される。
【００５４】
　本発明の上記の説明は、本発明を例示及び説明するものである。さらに、本開示は、本
発明の選択された実施形態のみを図示及び説明しているが、本発明は、種々の他の組み合
わせ、変更形態、及び環境で用いることができ、本明細書で述べられているように本発明
の概念の範囲内で変形又は変更を行うことができ、上記の教示と同等であり、且つ／又は
関連技術の技術又は知識内にあることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施形態によるカートンを形成するのに用いられるブランクの平
面図である。
【図２】本発明の一実施形態による仕切板を形成するのに用いられるブランクの平面図で
ある。
【図３】図２のブランクから形成された仕切板を２つの容器層間に配置してカートンから
取り出した、図１のブランクから形成されたカートンの分解斜視図である。
【図４】容器を詰めたカートンの第１の端部の斜視図である。
【図５】図４と同様であるがカートンのサイドフラップを閉じて示す図である。
【図６】図５と同様であるがカートンのボトム端部フラップを部分的に閉じて示す図であ
る。
【図７】容器を詰めたカートンの第２の端部の斜視図である。
【図７Ａ】図７と同様であるがカートンのサイドフラップを閉じて示す斜視図である。
【図８】図７Ａと同様であるがカートンのボトム端部フラップを閉じて示す斜視図である
。
【図８Ａ】図８の拡大部分の図である。
【図９】容器を詰めて第１の端部及び第２の端部を閉じたカートンの斜視図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態によるカートンを形成するのに用いられるブランクの
平面図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態による仕切板を形成するのに用いられるブランクの平
面図である。
【図１２】図１１のブランクから形成された仕切板を２つの容器層間に配置してカートン
から取り出した、図１０のブランクから形成されたカートンの分解斜視図である。
【図１３】容器を詰めた第２の実施形態のカートンの第１の端部の斜視図である。
【図１４】図１３と同様であるがカートンのサイドフラップを閉じて示す図である。
【図１５】図４と同様であるがカートンのボトム端部フラップを閉じて示す図である。
【図１６】容器を詰めたカートンの第２の端部の斜視図である。
【図１７】図１６と同様であるがカートンのサイドフラップを閉じて示す斜視図である。
【図１８】図１７と同様であるがカートンのボトム端部フラップを閉じて示す斜視図であ
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る。
【図１９】容器を詰めて第１の端部及び第２の端部を閉じた第２の実施形態のカートン及
び仕切板の斜視図である。
【図２０】本発明の第３の実施形態によるカートンを形成するのに用いられるブランクの
平面図である。
【図２１】本発明の第３の実施形態による仕切板を形成するのに用いられるブランクの平
面図である。
【図２２】容器を詰めてカートンの第１の端部を開いた第３の実施形態のカートン及び仕
切板の斜視図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】 【図８Ａ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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