
JP 2014-524393 A 2014.9.22

10

(57)【要約】
　端部より積込可能な折り畳み式段ボール箱（10，110
）が提供される。この段ボール箱は、第2の対の側壁（1
9，19’，19”，120，122）から実質的に垂直に延びる
第1の対の側壁（19，19’，19”，120，122）を含む。
第1及び第2の対の側壁（19，19’，19”，120，122）は
、第1の端部開口（150）と、この第1の端部開口（150）
の反対側に位置する第2の端部開口（152）とを形成する
。段ボール箱（10，110）は、さらに、第1及び第2の段
ボール箱壁（19，19’，19”，120，122）から延びて、
第1の端部開口（150）を覆う第1の段ボール箱閉鎖手段
と、第1及び第2の段ボール箱壁（19，19’，19”，120
，122）の反対の端部から延びて、第2の端部開口（152
）を覆う第2の段ボール箱閉鎖手段とを含む。第1の段ボ
ール箱閉鎖手段は、第1の複数の蓋パネル（23）から形
成され、第2の段ボール箱閉鎖手段は、第2の複数の蓋パ
ネル（23）から形成される。段ボール箱（10，110）は
、さらに、段ボール箱側壁（19，19’，19”，120，122
）に設けられるプリーツ（26）を形成するための複数の
横罫線（31，31’，31”，130，132）と、側壁（19，19
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1の対の垂直な段ボール箱壁から実質的に垂直に延びる第2の対の段ボール箱壁によっ
て離間された前記第1の対の垂直な段ボール箱壁と、
　1対の大フラップと、1対の小フラップとから形成される少なくとも1の段ボール箱閉鎖
手段と、を含む折り畳み式段ボール箱であって、
　前記第1の対の段ボール箱壁と前記第2の対の段ボール箱壁との間に第1の最大段ボール
箱容積が規定され、
　前記折り畳み式段ボール箱は、圧力がかけられると、少なくとも第1の横罫線によって
、実質的に一様に自動的に折り畳まれるように形成されており、これにより、第2のより
小さな段ボール箱容積が規定され、
　前記第1の対の段ボール箱壁と、前記第2の対の段ボール箱壁とが少なくとも1の側部開
口を形成し、
　前記段ボール箱閉鎖手段は、前記段ボール箱の幅から延び、かつ少なくとも部分的に前
記段ボール箱の幅に沿って延び、
　前記段ボール箱閉鎖手段は、閉鎖位置において、前記段ボール箱壁に実質的に垂直であ
り、これにより、前記少なくとも1の側部開口を実質的に覆い、
　前記1対の大フラップと、前記1対の小フラップとからなる群から選択された少なくとも
1のフラップは、複数の横罫線を有する、折り畳み式段ボール箱。
【請求項２】
　前記第1の対の段ボール箱壁は、前記第1の対の段ボール箱壁の幅に沿って少なくとも部
分的に延び、前記段ボール箱が実質的に一様に折り畳まれるのを容易にする、少なくとも
前記第1の横罫線を有する、請求項１に記載の折り畳み式段ボール箱。
【請求項３】
　前記第1の対の段ボール箱壁は、夫々複数の横罫線を有し、かつ、
　前記複数の横罫線は、夫々が実質的に互いに平行であるか、又は、
　前記複数の横罫線は、前記折り畳み式段ボール箱の内側と外側の両方に交互に形成され
て、前記段ボール箱がプリーツ状に折り畳まれるのを容易にする、請求項１又は2に記載
の折り畳み式段ボール箱。
【請求項４】
　前記段ボール箱閉鎖手段上に形成された前記複数の横罫線は、前記第2の対の段ボール
箱壁上の前記複数の横罫線と同一平面上にある、請求項1乃至3に記載の折り畳み式段ボー
ル箱。
【請求項５】
　前記折り畳み式段ボール箱は、第1の高さから、より低い第2の高さへと実質的に一様に
折り畳まれる、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の折り畳み式段ボール箱。
【請求項６】
　前記第1の対の段ボール箱壁と前記第2の対の段ボール箱壁とから形成され、前記少なく
とも1の側部開口の反対側に位置する第2の側部開口を実質的に覆う第2の閉鎖手段をさら
に含む、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の折り畳み式段ボール箱。
【請求項７】
　前記第2の閉鎖手段は、1対の小フラップと、1対の大フラップとから形成される、請求
項1乃至6のいずれか一項に記載の折り畳み式段ボール箱。
【請求項８】
　前記1対の小フラップと、前記1対の大フラップとからなる群から選択された前記第2の
閉鎖手段の少なくとも1のフラップは、複数の横罫線を有するか、又は、
　前記1対の小フラップと、前記1対の大フラップとからなる群から選択された前記第2の
閉鎖手段の少なくとも1のフラップは、さらに固定手段を有する、請求項1乃至7のいずれ
か一項に記載の折り畳み式段ボール箱。
【請求項９】
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　プリーツが形成されていない少なくとも1の垂直な部分を有する、前記第1の対の段ボー
ル箱壁の間と、前記第2の対の段ボール箱壁の間とに設けられたレッジ（34，190）をさら
に含む、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の折り畳み式段ボール箱。
【請求項１０】
　前記レッジは前記折り畳み式段ボール箱の周囲に連続的に形成されている、請求項1乃
至8のいずれか一項に記載の折り畳み式段ボール箱。
【請求項１１】
　第1の最大段ボール箱容積を規定する複数の段ボール箱壁を含む段ボール箱であって、
　前記段ボール箱は、圧力がかけられると、少なくとも第1の横罫線によって、実質的に
一様に自動的に折り畳まれるように形成されており、これにより、第2のより小さな段ボ
ール箱容積を規定し、
　前記複数の段ボール箱壁は、少なくとも1の端部開口を形成し、
　前記複数の段ボール箱壁のうち少なくとも2は、
　　横罫線を含まないプリーツ非形成部と、
　　夫々が実質的に互いに平行である複数の横罫線を有するプリーツ形成部と、
　　前記複数の段ボール箱壁の各々の幅から延び、かつ少なくとも部分的に前記段ボール
箱壁の各々の幅に沿って延びる、複数のパネルから形成される少なくとも1の段ボール箱
閉鎖手段とを含み、
　前記複数のパネルは、前記少なくとも1の端部開口を実質的に覆う閉鎖位置において前
記複数の段ボール箱壁に実質的に垂直であり、
　前記複数のパネルのうち少なくとも1のパネルは、複数の横罫線を有する、段ボール箱
。
【請求項１２】
　前記プリーツ形成部が、前記プリーツ非形成部と、レッジとの間に配置されるか、又は
、
　前記レッジが、前記段ボール箱の周囲に連続的に形成されている、請求項11に記載の段
ボール箱。
【請求項１３】
　複数のパネルを有し、前記第1の端部開口の反対側に位置する第2の端部開口を実質的に
覆う第2の段ボール箱閉鎖手段をさらに含む、請求項11又は12に記載の段ボール箱。
【請求項１４】
　前記第2の段ボール箱閉鎖手段を折り畳む手段をさらに含み、前記第2の段ボール箱閉鎖
手段の前記複数のパネルのうち少なくとも1は、前記第2の段ボール箱閉鎖手段を閉鎖位置
に固定する固定手段を有する、請求項1乃至13のいずれか一項に記載の段ボール箱。
【請求項１５】
　折り畳み式段ボール箱であって、
　対向する第2の対の側壁から実質的に垂直に延び、これにより、前記対向する第2の対の
側壁との間の容積を規定する対向する第1の対の側壁であって、前記第1及び前記第2の対
の側壁は、第1の端部開口と、前記第1の端部開口の反対側に位置する第2の端部開口と、
前記第1及び前記第2の対の側壁から延び、少なくとも部分的に前記第1の端部開口を覆う
第1の段ボール箱閉鎖手段と、前記第1及び前記第2の対の側壁の反対の端部から延び、少
なくとも部分的に前記第2の端部開口を覆う第2の段ボール箱閉鎖手段と、を形成し、前記
第1の段ボール箱閉鎖手段は、第1の複数の蓋パネルから形成され、前記第2の段ボール箱
閉鎖手段は、第2の複数の蓋パネルから形成される、第1の対の対向する側壁と、
　前記第1の対の側壁を折り畳む手段と、
　前記第1の段ボール箱閉鎖手段と、前記第2の段ボール箱閉鎖手段とを、折り畳まれた前
記第1の対の側壁に対して実質的に一様に折り畳む手段と、
　前記第1及び第2の段ボール箱閉鎖手段を前記折り畳み式段ボール箱に取り外し可能に固
定する手段とを含む、折り畳み式段ボール箱。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装システムに関し、より詳細には、請求項1、11及び15に記載の段ボール
箱に関する。この段ボール箱は、自動的に一様に小さな大きさに折り畳まれる壁を備える
ことができる。
【背景技術】
【０００２】
　この国で、そして世界中で、日々、無数の製品が、エンドユーザに向けて包装されて出
荷される。多くの製品が、輸送中の損傷を最小限に抑え又は避けるために、梱包材が詰ま
ったクレートや木箱に収められる。ある製品は、段ボール箱に格納されて包装される。そ
の段ボール箱は、収められた製品が周囲の環境条件にさらされないように密封されるかも
しれない。また、ある製品は、それほど繊細ではなく、気密シールを必要としない。包装
される製品の例は、食用物質から、溶接棒のような工業用消費財にまでわたるかもしれな
い。段ボール箱は、通常、例えば、生産が容易で生産コストも比較的低い段ボール紙のよ
うな、再生可能原料又は再生原料から作られる。
【０００３】
　多くの場合、異なる数量の製品を包装するのに、同じくらいの大きさの段ボール箱が使
用される。よって、ある段ボール箱は特定の量の物質を含み、段ボール箱内に輸送中に製
品同士がぶつかり合う空き空間が残り、その結果、損傷が発生してしまうかもしれない。
このことは、また、積み重ねられた段ボール箱が、圧縮されたり変形される機会を与えて
しまう。内容物が均一に配置されていない可能性があるため、しばしば圧力によって隣の
段ボール箱の一端がつぶされ、積み重ねられた面に段差ができてしまう。したがって、積
み重ねられた段ボール箱のうち高い位置にあるものは、落下しやすくなり、損傷してしま
う。段ボール箱の落下は、また、危険な作業環境をもたらす。さらに、傾いた梱包物は乱
雑で見苦しい。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の目的は、圧力をかけられると自動的に一様に折り畳まれる段ボール箱を提供す
ることにある。このような箱は、箱の中の空間を制限し、隣り合う段ボール箱の上面と下
面の水平な関係を維持するであろう。
【０００５】
　この問題を解決するために、請求項1及び5に記載の折り畳み式段ボール箱と、請求項11
に記載の段ボール箱とが提供される。本発明のさらなる実施形態が下位の請求項によって
提供される。1の実施形態においては、折り畳み式段ボール箱が説明され、この折り畳み
式段ボール箱は、第2の対の段ボール箱壁によって離間された第1の対の垂直な段ボール箱
壁を含む。第2の対の段ボール箱壁は、
第1の対の段ボール箱壁から実質的に垂直に延び、これにより、第1の対の段ボール箱壁と
第2の対の段ボール箱壁との間に第1の最大段ボール箱容積を規定する。さらに、折り畳み
式段ボール箱は、圧力がかけられると、少なくとも1の横罫線によって、実質的に一様に
自動的に折り畳まれるように形成されており、これにより、折り畳まれると第2のより小
さな段ボール箱容積を規定する。さらに、第1の対の段ボール箱壁と、第2の対の段ボール
箱壁とは、少なくとも1の側部開口を形成する。段ボール箱は、また、段ボール箱の幅か
ら延び、かつ少なくとも部分的に段ボール箱の幅に沿って延びる、1対の大フラップ及び1
対の小フラップから形成される少なくとも1の段ボール箱閉鎖手段を含む。段ボール箱閉
鎖手段は、閉鎖位置において、段ボール箱壁に実質的に垂直であり、少なくとも1の側部
開口を実質的に覆う。段ボール箱フラップのうち少なくとも1のフラップは、フラップを
一様に折り畳む複数の横罫線を有する。好ましくは、1対の小フラップは複数の横罫線を
含む。さらに、少なくとも1の段ボール箱閉鎖手段を閉鎖位置に固定する固定手段が設け
られてもよい。
【０００６】
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　別の実施形態においては、段ボール箱は、第1の最大段ボール箱容積を規定する複数の
段ボール箱壁を含む。また、段ボール箱は、圧力がかけられると、少なくとも第1の横罫
線によって、実質的に一様に自動的に折り畳まれ、第2のより小さな段ボール箱容積を規
定するように形成されている。複数の段ボール箱壁は、少なくとも1の端部開口を形成し
、複数の段ボール箱壁のうち少なくとも2は、夫々、横罫線を有しないプリーツ非形成部
と、夫々が実質的に互いに平行である複数の横罫線を有するプリーツ形成部と、を含む。
また、段ボール箱は、複数の段ボール箱壁の各々の幅から延び、かつ少なくとも前記段ボ
ール箱壁の各々の幅の一部に沿って延びる、複数のパネルから形成される少なくとも1の
段ボール箱閉鎖手段を含む。複数のパネルは、段ボール箱閉鎖手段が少なくとも1の端部
開口を実質的に覆う閉鎖位置にあるとき、複数の段ボール箱壁に実質的に垂直である。段
ボール箱閉鎖手段は、さらに、複数の横罫線が付けられた少なくとも1のパネルを有する
。
【０００７】
　さらに別の実施形態においては、折り畳み式段ボール箱は、対向する第2の対の側壁か
ら実質的に垂直に延びる対向する第1の対の側壁を含む。第1及び第2の対の側壁は、第1の
端部開口と、第1の端部開口の反対側に位置する第2の端部開口とを形成する。段ボール箱
は、さらに、第1及び第2の対の側壁から延び、少なくとも部分的に第1の端部開口を覆う
第1の段ボール箱閉鎖手段と、第1及び第2の対の側壁の反対の端部から延び、少なくとも
部分的に第2の端部開口を覆う第2の段ボール箱閉鎖手段とを含む。第1の段ボール箱閉鎖
手段は、第1の複数の蓋パネルから形成され、第2の段ボール箱閉鎖手段は、第2の複数の
蓋パネルから形成される。段ボール箱は、さらに、第1の対の側壁を折り畳む手段と、第1
の段ボール箱閉鎖手段と、第2の段ボール箱閉鎖手段とを、折り畳まれた第1の対の側壁に
対して実質的に一様に折り畳む手段とを含む。段ボール箱は、さらに、第1及び第2の段ボ
ール箱閉鎖手段を折り畳み式段ボール箱に取り外し可能に固定する手段を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】頂部フラップを取り外した、頂部から積み込み可能な、プリーツを有する段ボー
ル箱の斜視図である。
【図２】頂部フラップが開放位置にある、プリーツを有する段ボール箱の斜視図である。
【図３】折り畳まれたプリーツを有する段ボール箱の切欠き側面図である。
【図４】パレット上に積み重ねられた複数の段ボール箱の斜視図である。1の箱は折り畳
まれている。
【図５】頂部フラップを取り外した、プリーツを有する段ボール箱ドラムの斜視図である
。
【図６】折り畳み式段ボール箱の組み立て方法のブロック図である。
【図７】1対のフラップは閉じられ、第2の対のフラップは開放位置にある、側部から積み
込み可能な、プリーツを有する段ボール箱の斜視図である。
【図８】閉鎖・圧縮位置にある段ボール箱の斜視図である。
【図９】少なくとも対向する側面に横罫線を有する段ボール箱の斜視図である。
【図１０】1組のフラップは閉鎖位置にあり、別の組のフラップは開放位置にある、プリ
ーツを有する段ボール箱の第2の斜視図である。
【図１１】プリーツが閉鎖位置にある段ボール箱の側面図である。
【図１２】角度を90度回転させた、図11に示した段ボール箱の第2の側面図である。
【図１３】底部フラップを有しないプリーツを有する段ボール箱の斜視図である。
【図１４】折り畳み式段ボール箱の組み立て方法のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　次に、図面を参照する。図面は、本発明の実施形態を例示する目的でのみ示されており
、限定目的ではない。図1は、10で全体が指示されている段ボール箱を示す。段ボール箱1
0は、エンドユーザに出荷される1又は複数の物品13（図3）を収容するように構成されて
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いてもよい。本明細書において、「複数」とは、「2以上であって、上限（つまり、「以
上」の意味）は健全な工学的判断により選ばれる量の範囲内」と定義される。このような
物品13の例は、溶接棒のような工業用消費財を含むかもしれない。物品13の集合的な重量
は、箱に対して比較的重いかもしれない。それゆえに、箱10は、そのような物品13を保管
するのに十分な剛性を有するが、コスト効率の良い材料から作られてもよい。ボール紙は
、段ボール箱10を作るために使用され得る材料の一種である。他の種類の材料には、ポリ
マー物質やその他の繊維性材料が含まれる。しかし、本明細書に記載される要件の下での
使用に適するどのような種類の材料も使用可能である。
【００１０】
　図1及び図5を参照すると、段ボール箱10は、様々な数量の物品13を包装するために使用
可能である。段ボール箱10は、本明細書において段ボール箱底部とも称される、底部パネ
ル16、すなわち底部を備える。底部パネル16は、連続して形成された1枚の材料として製
作されてもよい。しかしながら、底部パネル16を形成するように組み立てられた複数のパ
ネル部を備えるその他の構成も検討される。段ボール箱10は、さらに、底部パネル16から
延びる側壁19を備える。1の実施形態においては、段ボール箱10は、概して多角形の構成
であってもよい。詳細には、図1に示すように、段ボール箱10は、箱型、つまり長方形で
ある。側壁19の幅及び高さは、段ボール箱10の第1の最大容積を規定する。1の実施形態に
おいては、段ボール箱10の側壁19は、以下にさらに述べられるように、第2のより小さな
容積へと一様に圧縮されてもよい。また、側壁19は、底部パネル16と一体的に形成されて
もよい。材料の折り目は、底部パネル16と側壁19との折り目接合部を特徴づけるかもしれ
ない。ここで、本明細書に記載する実施の形態は、平面的な側壁19に限定されないことは
注目されるべきである。もちろん、ドラムを形成するように構成された、曲線状の側壁19
もまた検討され得る。段ボール箱10は、さらに、蓋22を備えてもよい。蓋22は、側壁19の
各々から延びる複数の蓋パネル23から構成されてもよい。ゆえに、蓋パネル23は、側壁19
と一体的に形成されてもよい。製品、すなわち物品13でいっぱいになると、蓋パネル23は
折り重ねられ、貼り合わされるか、又は所定の位置に固定される。ここで、図1において
は、図示を明確にする目的のためだけに、蓋パネル23のない段ボール箱10が示されている
ことに注意すべきである。しかしながら、本実施形態においては、2の小蓋パネルと、2の
大蓋パネルと含む、段ボール箱10の夫々の側面から延びる4の蓋パネル23を蓋22が備えて
いることが理解されるであろう。
【００１１】
　引き続き図1を参照し、さらに図2も参照すると、段ボール箱10は、段ボール箱10の様々
な部分に形成された一続きのプリーツ26を有する。1の実施形態において、側壁19は、側
壁19をそれ自身の上に畳み込ませて段ボール箱10の容積を減少させるプリーツ26を有する
ように形成されてもよい。プリーツ26は、段ボール箱10の表面、特に側壁19に横罫線（ス
コア）を付けること（scoring）によって形成されてもよい。「横罫線を付ける」とは、
側壁19を構成する材料に切り込みを入れ又はエッチングを施し、材料のその箇所をわずか
に弱くすることを意味する。その結果、横罫線を付けられた段ボール箱10は、制御された
方向に正確に曲がり易く又は折れ易くなる。横罫線は、側壁19の寸法の1以上に沿って、
断続的又は連続的に延びるように付けられてもよい。また、横罫線の量、つまり、深さ又
は幅は、段ボール箱10の構成及び材料によって異なっていてもよい。言うまでもなく、当
業者に知られている、段ボール箱材料に横罫線を付けるためのいかなる方法が選ばれても
よい。段ボール箱10のその他の部分にも、横罫線が付けられてもよい。その他の部分には
、以下に詳述する蓋パネル23が含まれるが、これに限定されない。
【００１２】
　図1乃至図3を参照すると、段ボール箱材料の横罫線31は、側壁19及び蓋22の様々な位置
に形成可能である。1の実施形態においては、横罫線31は、側壁19の周囲に水平に形成さ
れる。つまり、個々の側壁19は、段ボール箱底部に平行な、上述したプリーツを形成する
ための横罫線31を夫々に有する。複数の横罫線31は、互いに略平行でかつ底部パネル16に
略平行であり、かつ側壁19の下方に向かって連続的に形成されてもよい。しかしながら、
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斜めの横罫線31もまた、本明細書に記載された実施形態の意図された範囲から逸脱するこ
となしに実施されうる。横罫線31は、また、側壁19の内側と外側の両方に交互に形成され
てもよい。すなわち、1の横罫線31が側壁19の内側に形成され、次の横罫線31が外側に形
成されてもよい。このようにして、プリーツ26は、所定の方法で見事に圧縮される。材料
の特定の側面に横罫線をつけると、材料はその方向に曲がることを当業者は理解するであ
ろう。また、隣り合う側壁19の各々について、横罫線31を垂直方向に上下にずらして設け
、プリーツ26が重ならないようにすることも検討され得る。このようにして、1の側壁19
に形成された1のプリーツ26は、これと隣り合う側壁19の1のプリーツ26からずらして設け
られ、このプリーツに干渉しない。よって、高さHは、底部パネル16から第1の側壁19′の
横罫線31′までの距離として定義される。そして、高さH1は底部パネル16から隣接する第
2の側壁19”の横罫線31”までの距離として定義され、1の実施形態においては、H1はHよ
りも低い。あるいは、H1は、Hと実質的に等しくてもよい。また、当業者に知られている
、側壁19に横罫線を形成するためのいかなる高さ又は位置が選ばれてもよい。
【００１３】
　1の実施形態において、側壁19のプリーツ26、さらに具体的には、横罫線31は、側壁19
の上端から所定の間隔だけ下に離間して設けられ、段ボール箱10の上端には、横罫線が設
けられていないレッジ（ledge）34が残される。また、段ボール箱10の上端から第1の横罫
線31aまでの距離は、実質的に0インチから約1インチの間であり得る。しかしながら、レ
ッジ34の別の厚さも、本明細書に記載された実施形態の意図された範囲から逸脱すること
なしに本願に組み込まれることができる。第1の横罫線31aは、段ボール箱10の外側に形成
されてもよい。続いて、次の横罫線31が、あるいは内側に形成されてもよい。図3に示す
ように、これにより、第1のプリーツ26aが段ボール箱10の内側に畳み込まれる。プリーツ
26が段ボール箱10の内側に折り畳まれることによって、段ボール箱10の外周は拡張されず
に維持されることが理解されるであろう。段ボール箱10の外周の拡張は、段ボール箱10を
積み重ねる際に好ましくないかもしれない。残りの横罫線31も、同様に折り畳まれるかも
しれない。1の実施形態においては、2のプリーツ26を形成するのに十分な横罫線31が設け
られる。しかしながら、健全な判断により、いかなる数のプリーツ26が段ボール箱10に設
けられてもよい。また、横罫線31は、蓋パネル23に組み込まれてもよい。さらに具体的に
は、横罫線31は、蓋22の小パネル27に形成されてもよい。これにより、輸送中に蓋パネル
23が破れて開くのを妨げる。
【００１４】
　引き続きこれまで参照した図面、特に図4及び図6を参照すると、次に、折り畳み式段ボ
ール箱10の組み立て方法及び使用方法が説明される。別の実施形態では、段ボール箱10は
、段ボール箱10を作るのに適した形状に切断された、略平面状であり、かつ、連続した材
料片から構成される。この材料片は、段ボール箱底部16と、側壁19と、大蓋パネル及び小
蓋パネルを有する蓋パネル23とを含む。本願発明の実施形態の意図された範囲から逸脱す
ることなしに、いかなる大きさ又は形状の段ボール箱10も構成できることが理解されるべ
きである。1の実施形態において、側壁19及び小蓋パネルは、上述した1以上のプリーツ26
を形成する方法に合致する方法で横罫線を付けられる。横罫線をつけられた後に、段ボー
ル箱10は、次に、縦罫線（クリーズ）を付けられ（creased）、折り畳まれ、互いに接着
又は固定されて、箱型構造、すなわち段ボール箱10となる。次に、段ボール箱を予備成形
するために、工具又は型が利用され、これによって、中に収容される製品それぞれに合わ
せて、所定の方法で段ボール箱が折り畳まれてもよい。「予備成形」とは、工具又は型が
段ボール箱の壁を曲げ、これにより、形成された横罫線31に合わせてプリーツを内側又は
外側に押し出すことを意味する。例えば、段ボール箱10はあらかじめ一定の量の製品、す
なわち物品13で満たされていてもよいし、あるいは、一定の量だけの製品で満たされると
の決定がなされていてもよい。段ボール箱10内の余分な空間の量は、ユーザ又はオペレー
タに明らかになるであろう。その結果、工具の使用が選択され、段ボール箱10の天面に十
分な力が加えられたなら、オペレータが折り畳もうとしている側壁19又は蓋22の横罫線が
つけられた領域だけが曲げられる。このようにして、段ボール箱10は、第1の最大容積か
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ら第2のより小さな容積へと、所定の分量だけ折り畳まれる。予備成形は、オペレータが
折り畳もうとする横罫線が設けられた全ての面が、一斉に一様に折り畳まれることを確実
にする。しかしながら、たとえプリーツ26が予備成形されていないとしても、段ボール箱
の壁に形成された横罫線31によって、段ボール箱10は所定の方法で自動的に折り畳まれる
。減少する容積は、当然ながら、プリーツ26の大きさと、圧力がかけられると自動的に曲
がるように予備成形されたプリーツ26の数によって決定される。つまり、段ボール箱の壁
のプリーツ26の構成により、一定容積づつ段ボール箱を自動的に折り畳むことが可能であ
る。予備成形の後、段ボール箱10は、製品で満たされ、エンドユーザへの出荷のために密
封されるかもしれない。プリーツを形成すること又は横罫線をつけること、及び小蓋パネ
ルを予備成形することによって、蓋22が輸送中に予期せずにポンと開くことが防止される
ことが認識されるであろう。
【００１５】
　図7を参照すると、横開きの段ボール箱10が示されている。本実施形態においては、段
ボール箱110は、第2の対の段ボール箱壁122によって離間された第1の対の実質的に垂直か
つ平行な段ボール箱壁120を備え、これにより第1の対の段ボール箱壁120と第2の対の段ボ
ール箱壁122との間の容積を規定する。第1の対の段ボール箱壁120の各々は、少なくとも
第1の横罫線130を有し、この第1の横罫線130は、実質的に一様に、段ボール箱10が折り畳
まれるのを容易にする。図7に示した実施形態は、段ボール箱壁120の長さに沿って長手方
向に延びる複数の横罫線132を有する。複数の横罫線132は、お互いに実質的に平行であり
、かつ第2の対の段ボール箱壁122の各々に実質的に平行であり、第2の段ボール箱壁122は
、上部パネル124及び下部パネル126を画定する。
【００１６】
　図9を参照すると、段ボール箱110は、さらに、物品（例えば、溶接棒）を受け入れる第
1の開口150を少なくとも備える。段ボール箱110の端部から物品の積み込みができるよう
に、第1の開口150は、段ボール箱110のどちらかの端部に設けられてもよい。また、段ボ
ール箱110の第1の開口150の反対側に、第2の開口152が設けられてもよい。必要に応じて
、段ボール箱110は、第1の対の段ボール箱壁120又は第2の対の段ボール箱壁122のうちの
一方から延びる少なくとも1の小フラップ160を備える。図7及び図9に示した実施形態にお
いては、段ボール箱110は、第1の対の段ボール箱壁120から夫々延びる1対の小フラップ16
0を備える。小フラップ160は、好ましくは、少なくとも第1の横罫線130を有し、この第1
の横罫線130は、第1の対の段ボール箱壁120上の第1の横罫線130の延長である。図7及び図
9に示した小フラップ160は、複数の横罫線132を有し、この横罫線132は、第1の対の段ボ
ール箱壁120上の複数の横罫線132に対して、実質的に一様に折り畳まれるように、小フラ
ップ160に沿って延びる。段ボール箱110の両端部に2の開口が形成された1の実施形態にお
いては、好ましくは、両端部の小フラップ160が実質的に一様に折り畳まれるように、両
端部が共に、互いに同様の位置に形成された横罫線を有する小フラップ160を備える。第1
の開口150が段ボール箱110の唯一の開口である1の実施形態においては、第1の開口150と
は反対側にある段ボール箱110の端部は、背面パネル（図示せず）を備えていてもよい。
背面パネルは、また、段ボール箱110が容易に実質的に一様に折り畳まれるように、段ボ
ール箱110の反対側の端部の第1の横罫線又は複数の横罫線と同様の位置に設けられた第1
の横罫線又は複数の横罫線を有していてもよい。
【００１７】
　図8及び図13を参照すると、段ボール箱110は、さらに、段ボール箱110を閉鎖位置Cに維
持する少なくとも1の大フラップ170を備えてもよい。図8に示した実施形態では、段ボー
ル箱110は、段ボール箱110を閉鎖位置Cに維持する1対の大フラップ170を備える。1対の大
フラップ170の各々の大フラップは、必要に応じて、しかし好ましくは、段ボール箱を閉
鎖位置Cに固定する固定手段180を備える。固定手段180は、図7において、より良く示され
ている。固定手段180は、大フラップ170のうちの少なくとも1の大フラップ170の表面に取
り外し可能に固定されて、この少なくとも1の大フラップ170を、段ボール箱110の開口に
対応する、段ボール箱110の少なくとも一部（「少なくとも一部」とは、例えば、もう一
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方の大フラップ170、又は1以上の小フラップ160、等）に固定する接着剤であってもよい
。この接着剤は、永久接着剤でも感圧接着剤でもよく、必要に応じて剥離ライナーを有し
ていてもよい。剥離ライナーは、接着剤に取り付けられているが、貼り付けステップの前
に剥がされる。大フラップ170を用いて、あるいは小フラップ160の少なくとも一方、好ま
しくは両方を用いて、段ボール箱110を閉鎖位置Cに維持するために、当業者に知られてい
る他の手段が使用されてもよい。例えば、段ボール箱110を選択的に閉鎖位置Cに固定する
ために、ポリ製又は布製の材料のロープ、ベルト状の構造体、ポリ製又はスチール製のス
トラップ、バンド、ホチキス、又はこれらのいかなる組み合せが使用されてもよい。別の
実施形態では、段ボール箱110を選択的に閉鎖位置Cに固定するために、単独で又は上記の
例とともに、キャップ（図示せず）が使用されてもよい。キャップは、摩擦により段ボー
ル箱110と係合し、これによって段ボール箱110を閉鎖位置Cに維持するようなサイズであ
ってもよい。また、段ボール箱110を閉鎖位置Cに維持するために、少なくともキャップの
一部が、段ボール箱壁の表面上に少なくとも部分的に延びてもよい。
【００１８】
　引き続き図8を参照すると、1対の大フラップ170の各々の第フラップは、段ボール箱110
が開放位置OPにあるとき（図9）、第2の段ボール箱壁122から外側へ延びる。大フラップ1
70の各々の長さ及び幅は、互いに似ていてもよく、また異なっていてもよい。さらに、大
フラップ170の幅は、大フラップ170がそこから延びる段ボール箱壁122の幅と異なってい
てもよい。また、大フラップ170の長さは、第1の開口、又は第2の開口（段ボール箱110が
追加的な開口を有する場合）、の一部だけが1の大フラップ170によって覆われるような長
さであってもよい。あるいは、別の実施形態においては、大フラップ170の長さは、段ボ
ール箱110が折り畳まれた位置において、段ボール箱110の開口全体を覆うような長さであ
ってもよい。図示した実施形態においては、1対の大フラップ170の各々の大フラップの幅
は、第2の対の段ボール箱壁122の各々の段ボール箱壁の幅と実質的に同様である。この実
施形態においては、大フラップ170の長さは、1対の大フラップ170の各々の大フラップが
単独で開口全体を覆わない長さになっているが、代わりに、大フラップ170が互いに重な
り合うと、段ボール箱110の開口は閉鎖位置Cにおいて実質的に覆われる。
【００１９】
　引き続き図8乃至図13を参照すると、段ボール箱110は、さらに、段ボール箱110の周囲
に沿って延びるレッジ(ledge)190を備えていてもよい。図示した実施形態では、レッジ19
0は、横罫線を有さず、側壁上において段ボール箱110の上部パネル124の隣に位置する。
しかしながら、ある構成においては、レッジ190は、段ボール箱の側壁において、下部パ
ネル126の隣に位置してもよい。段ボール箱110の周囲に沿って延びるレッジ190は、段ボ
ール箱110の第1の対の段ボール箱壁120と小フラップ160との上に連続的に形成されてもよ
い。小フラップ160上に形成されたレッジ190は、さらに、第1の対の段ボール箱壁120に形
成されたレッジ190に実質的に同様な高さを有していてもよい。
【００２０】
　図14は、本明細書に記載された実施形態による段ボール箱を折り畳む方法200の実施形
態のフローチャートを示す。これらのステップは、段ボール箱110の使用方法を説明する
が、本明細書に記載された追加の実施形態も同様の方法で使用できること、及び記載され
たステップは特定の順序で実行される必要はないことが理解されるべきである。ステップ
202において、方法200は、第2の対の段ボール箱壁122によって離間された第1の対の段ボ
ール箱壁120を備え、これにより第1の高さH（図9）における段ボール箱容積Vが規定され
る段ボール箱110であって、第1の対の段ボール箱壁120又は第2の対の段ボール箱壁122の
いずれかが、段ボール箱110を実質的に一様に折り畳むための少なくとも第1の横罫線を含
む段ボール箱110を用意するステップを含んでもよい。ステップ204において、方法202は
、少なくとも1の製品（例えば、溶接棒）を用意するステップを含んでもよい。ステップ2
06において、方法202は、少なくとも1の製品を段ボール箱110の中に入れるステップを含
んでもよい。ステップ208において、方法202は、製品を段ボール箱110内に保持するため
に、段ボール箱110の小フラップを閉鎖位置に移動させるステップを含んでもよい。小フ
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ラップは、段ボール箱壁上の少なくとも第1の横罫線に対応する少なくとも第1の横罫線を
含む。ステップ210において、方法202は、（少なくとも1の段ボール箱壁に加えられた圧
力によって）段ボール箱110を第2の高さH2（図11）に折り畳むステップを含んでもよい。
ステップ212において、方法202は、段ボール箱110を折り畳まれた位置に維持するために
、段ボール箱110の大フラップを閉鎖位置に移動させるステップを含んでもよい。このス
テップにおいて、大フラップは、段ボール箱110が意図せずして閉鎖位置から開くのを防
ぐ固定手段を用いて段ボール箱に固定される。別の実施形態では、ステップ214は、段ボ
ール箱110を折り畳まれた位置にさらに固定するためのキャップを用意するステップを含
むが、キャップは、大フラップの代わりに使用されてもよいし、また、本明細書に記載し
た他のいかなる固定手段と共に使用されてもよい。ステップ216において、方法202は、段
ボール箱110を折り畳まれた位置に維持するために、キャップを段ボール箱110の少なくと
も1の端部に取り付けるステップを含んでもよい。
【００２１】
　本明細書において、開示された実施形態を参照しながら、本発明が説明された。本明細
書を読み理解した者が、変形例を思いつくのは明らかであろう。添付の特許請求の範囲の
範囲内、又は特許請求の範囲と均等の範囲内にある限り、そのような変形例はすべて本発
明に含まれるものである。
【００２２】
　本米国特許出願は、2008年4月30日に出願された米国特許出願第12/112,433号の一部継
続出願であり、この米国特許出願の利益を伴い、かつ、この米国特許出願に基づく優先権
を主張し、この米国特許出願の内容全体は、この参照によって本願の開示に組み込まれる
ものである。
【符号の説明】
【００２３】
10　段ボール箱
13　物品
16　底部パネル
19　側壁
19’　側壁
19”　側壁
22　蓋
23　蓋パネル
26　プリーツ
26a　プリーツ
27　パネル
31　横罫線
31’　横罫線
31”　横罫線
31a　横罫線
34　レッジ
110　段ボール箱
120　段ボール箱壁
122　段ボール箱壁
124　上部パネル
126　下部パネル
130　横罫線
132　横罫線
150　第1の開口
152　第2の開口
160　小フラップ
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170　大フラップ
180　固定手段
190　レッジ
200　方法
202　ステップ
204　ステップ
206　ステップ
208　ステップ
210　ステップ
212　ステップ
214　ステップ
216　ステップ
 
C　閉鎖位置
H　高さ
H1　高さ
H2　高さ
OP　開放位置
V　容積

【図１】 【図２】
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