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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクイズ変形可能な有底筒状の胴部の上端に肩部を介して口部が設けられた外層ボトル
と、該外層ボトルの内面に外層ボトルから剥離可能に積層形成された内層袋とを備え、前
記外層ボトルには、外層ボトルと内層袋との間に外気を導入するための導入孔が形成され
ている積層剥離ボトルにおいて、
　外層ボトルと内層袋との間の空間を介して前記導入孔に連通する検査孔が前記口部に設
けられており、口部に内嵌されるとともに内層袋内部の内容物の吐出路を有する部材によ
って内層袋が前記検査孔に押さえ付けられ、該内層袋及び前記部材によって前記検査孔が
閉塞されるように構成されていることを特徴とする積層剥離ボトル。
【請求項２】
　請求項１に記載の積層剥離ボトルにおいて、前記外層ボトルの胴部の周壁は、所定間隔
を有して相対向する前後一対の前後壁部と、これら前後壁部の左右縁部同士を接続する左
右壁部とから、胴部の左右幅に比して前後幅が小さい扁平筒状に構成され、各左右壁部は
、前後中央部が左右外方に向けて突出する円弧状であり、前後壁部は、その上端が上部接
続部を介して肩部に接続されるとともに、その下端が下部接続部を介して胴部の底部に接
続されており、前記導入孔は、前記前壁部及び／又は後壁部の中央部に設けられており、
該導入孔は、前後壁部を指で押圧することにより胴部をスクイズ変形させるときに該指に
よって閉塞可能であることを特徴とする積層剥離ボトル。
【請求項３】



(2) JP 4357183 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

　外層の内面に、該外層から剥離可能な内層が積層形成されているとともに、外層には、
外層と内層との間に空気を流入するための導入孔が形成されている積層剥離ボトルの製造
方法であって、
　外層プリフォームを射出成形する工程と、外層プリフォームの内面側に内層プリフォー
ムを射出成形する工程と、外層プリフォームと内層プリフォームとからなる積層パリソン
から積層剥離ボトルをブロー成形する工程と、不良品判別工程とを有し、
　前記外層プリフォームの射出成形工程において、前記導入孔を外層プリフォームに形成
するとともに外層プリフォームの口部に検査孔を形成し、
　前記内層プリフォームの射出成形工程においては、該導入孔及び検査孔に、先端部が外
層プリフォームの内面とほぼ面一となるように外周側からピンを嵌挿した状態で内層プリ
フォームを射出成形し、
　前記ブロー成形工程においては、ブロー成形型に対して前記導入孔を所定の周方向位置
に位置決めした状態で前記パリソンをブロー成形し、
　前記不良品判別工程においては、前記ブロー成形によって得られた積層剥離ボトルの検
査孔と導入孔との間の通気検査を行うことにより、導入孔の形成不良の判別を行うことを
特徴とする積層剥離ボトルの製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の積層剥離ボトルの製造方法において、
　前記通気検査は、検査孔から空気を導入することにより行うことを特徴とする積層剥離
ボトルの製造方法。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の積層剥離ボトルの製造方法において、外層プリフォームの導入
孔の直径は、内層プリフォームの導入孔近傍の肉厚の２倍以下であることを特徴とする積
層剥離ボトルの製造方法。
【請求項６】
　請求項３，４又は５に記載の積層剥離ボトルの製造方法において、外層は、スクイズ変
形可能な有底筒状の胴部の上端に肩部を介して口部が設けられた外層ボトルからなり、内
層は、外層ボトルの内面に外層ボトルから剥離可能に積層形成された内層袋からなり、前
記導入孔は、外層ボトルの胴部周壁に形成されており、前記ブロー成形型の賦形面には、
前記導入孔を含む所定の範囲において外層ボトルの周壁に凹部若しくは凸部を形成するた
めの賦形部が形成されていることを特徴とする積層剥離ボトルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外層の内面に外層から剥離可能な内層が積層形成された積層剥離ボトル並びに
その製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の積層剥離ボトルに関し、本願出願人らは、下記の特許文献１～６に開示されたも
のを既に提案している。
【特許文献１】
特開２００１－１４６２６０号公報
【特許文献２】
特開２００１－１１４３２８号公報
【特許文献３】
特開２００１－１０５４７７号公報
【特許文献４】
特開２００１－１０５４７８号公報
【特許文献５】
特開２００１－１４６２６０号公報
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【特許文献６】
特開２００２－２６３１６６号公報
【０００３】
これら従来の積層剥離ボトルによれば、外層への大気導入孔の形成を、金型に設けたピン
により行うものであるから、プリフォームの射出成形後に大気導入孔を形成するための熱
溶融や穿さく等の後加工が不必要となり、成形工程が簡易化され、製造設備の面において
も金型にピンを設けるという簡単な改良で対応でき、現行設備を利用して製造でき、設備
コストの低減を図ることができるという利点がある。さらに、後加工が必要ではないこと
は、後加工に起因する異物が製品内に混入する虞がないことにも繋がり、特に点眼剤等の
薬液用容器や化粧品用容器として好適に利用できるものとなる。また、上記従来の積層剥
離ボトルでは、内層口部によって大気導入孔における空気の逆流を防止する逆止弁を構成
することで、構造の簡素化、コスト低減を図ることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記積層剥離ボトルの機能を担保し、不良品の流通を事前に防ぐために、外気導入孔の形
成が確実になされているか否かを検査することが重要であると考えられるが、従来は、か
かる検査手法が確立されていなかった。特に、内容量１０ｍｌ程度の小型のボトルの成形
には、種々の面において精度が要求されるところであるが、不良検査工程をまず確立する
ことが重要である。
【０００５】
また、内容量１０ｍｌ程度の小型の点眼ボトルなどに上記従来技術を適用すると、内層と
しての必要な機能を得るための肉厚を確保すると、口部の口径に対する内層肉厚の比率が
大きくなり、内層が逆止弁として良好に機能しなくなる可能性がある。さらに、導入孔を
ボトル胴部に形成する場合、ボトル胴部はブロー成形工程において延伸成形される部位で
あり、この延伸成形時に導入孔が閉塞されてしまう可能性があるため、上記検査手段の確
立が望まれる。
【０００６】
そこで、本発明は、特に小型の点眼ボトルなどにおいて導入孔に逆止弁がなくともボトル
胴部のスクイズ時に導入孔を容易に閉塞し、内層と外層との間の空気を圧縮することがで
き、この導入孔の形成不良をも容易に検査確認することのできる積層剥離ボトル並びにそ
の製造方法を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、次の技術的手段を講じた。
【０００８】
即ち、本発明は、スクイズ変形可能な有底筒状の胴部の上端に肩部を介して口部が設けら
れた外層ボトルと、該外層ボトルの内面に外層ボトルから剥離可能に積層形成された内層
袋とを備え、前記外層ボトルには、外層ボトルと内層袋との間に外気を導入するための導
入孔が形成されている積層剥離ボトルにおいて、外層ボトルと内層袋との間の空間を介し
て前記導入孔に連通する検査孔が前記口部に設けられており、口部に内嵌されるとともに
内層袋内部の内容物の吐出路を有する部材によって内層袋が前記検査孔に押さえ付けられ
、該内層袋及び前記部材によって前記検査孔が閉塞されるように構成されていることを特
徴とするものである。
【０００９】
かかる本発明によれば、検査孔から空気を外層ボトルと内層袋の間に吹き込んだ際の前記
導入孔からの空気の流出を検査することによって、導入孔が確実に形成されているか否か
の確認を行うことができる。また、検査孔は、前記部材（例えば、中栓など）と内層袋に
よって閉塞されているので、使用時に検査孔が開口して空気漏れが生じることもない。
【００１０】
上記本発明の積層剥離ボトルにおいて、前記外層ボトルの胴部の周壁は、所定間隔を有し
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て相対向する前後一対の前後壁部と、これら前後壁部の左右縁部同士を接続する左右壁部
とから、胴部の左右幅に比して前後幅が小さい扁平筒状に構成されたものとすることがで
きる。各左右壁部は、前後中央部が左右外方に向けて突出する円弧状であってよい。前後
壁部は、その上端が上部接続部を介して肩部に接続されるとともに、その下端が下部接続
部を介して胴部の底部に接続されたものとすることができる。前記導入孔は、前記前壁部
及び／又は後壁部の中央部に設けられていてよい。該導入孔は、前後壁部を指で押圧する
ことにより胴部をスクイズ変形させるときに該指によって閉塞可能であってよい。これに
よれば、ボトルの短径側の前後壁部を例えば親指と人差し指によって挟むようにして外層
ボトルの胴部をスクイズ変形させると、指によって必然的に導入孔が閉塞され、内層と外
層の間の空気を加圧させ、この加圧空気によって内層袋を収縮させて内容液を吐出するこ
とができる。
【００１１】
より好ましくは、前後壁部を比較的厚肉の剛性壁部とし、左右壁部を比較的薄肉の可撓性
接続壁部とすることができる。また、上部接続部並びに下部接続部も、比較的薄肉の可撓
性接続部とすることができる。これによれば、前後一対の剛性壁部の左右縁部が可撓性接
続壁部により接続されているとともに、剛性壁部の上下も可撓性接続部を介して肩部及び
底部に接続されることとなり、前後の剛性壁部を接近させるように２本の指先で両壁部を
押圧すると、胴部全体が押し潰されるような態様でスクイズ変形するため、比較的小さな
ボトルであっても内容積を半減させる程度若しくはそれ以上に大きくスクイズ変形させる
ことが可能である。さらに、このように大きくスクイズ変形させても、左右の可撓性接続
壁部や上下の可撓性接続部が弾性変形することで破損することが少ない。したがって、ワ
ンスクイズで大量の内容液を取り出すことが可能になるとともに、ボトル内部に内層袋を
設けた積層剥離ボトルにおいては、最後まで確実に内容液を吐出させることが可能になる
。
【００１２】
このような構造は、従来公知のブロー成形法によって成形することができ、剛性壁部を比
較的厚肉とする一方、左右の接続壁部及び上下の接続部が比較的薄肉となるように賦形形
状を設定して各部位毎にブロー比を変えたりプリフォーム段階の肉厚を変えることにより
、剛性壁部には、指による押圧力によってはあまり湾曲しない程度の剛性を持たせ、接続
壁部及び接続部には、前後の剛性壁部の平行移動に追従して弾性変形し得る程度の可撓性
を持たせることが可能である。剛性壁部の外面は平坦状とすることが好ましいが、径方向
外方若しくは内方に向けて全体的に若干湾曲する曲面であってもよい。
【００１３】
上記のような構造のボトルをブロー成形により得るために、ブロー成形金型の賦形面構造
を改良することが好ましい。例えば、従来のいわゆるオーバルボトルのブロー成形金型の
場合においては、胴部の短径側賦形面を、平坦若しくは短径壁面より大きな径の凸状若し
くは凹状の湾曲面とし、短径側のブロー比を小さくすることによって、ボトル胴部の短径
側壁部を厚肉の剛性壁部とするとともに、長径側のブロー比をより大きくしてボトル胴部
の長径側壁部を薄肉の可撓性接続壁部とすることが可能となる。さらに、剛性壁部の上下
に、前後方向外方に突出する凸部を形成するようにブロー成形金型の賦形面を形成し、剛
性壁部の上下におけるブロー比を部分的に大きくすることによって、剛性壁部の上下に薄
肉の可撓性接続部を形成することができる。
【００１４】
上記ボトルをブロー成形プラスチックボトルからなるものとする場合、可撓性上部接続部
並びに可撓性下部接続部は、剛性壁部よりも前後外方に位置しており、これら接続部の平
均肉厚が、剛性壁部の平均肉厚よりも小さいとともに、胴部の左右幅は前後幅よりも大き
く、左右の可撓性接続壁部の平均肉厚が、剛性壁部の平均肉厚よりも小さいものとするこ
とが好ましい。これによれば、上述したようなブロー成形金型の賦形面構造の改良のみで
、その他のブロー成形装置の構造やブロー工程は変更せずとも、上記ボトルを容易かつ低
コストで製造可能である。
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【００１５】
また、上記ボトルにおいて、胴部の横断面は左右方向に長尺の楕円状を呈するものとし、
剛性壁部は、正面視において上下に長尺の長方形状とすることができる。この剛性壁部の
外面の上下寸法は２０ｍｍよりも大きくすることができ、より好ましくは２５ｍｍよりも
大きくすることができる。通常、ボトル胴部を親指と人差し指の２本の指先で把持し且つ
押圧するとき、指先がボトル胴部の外面に接触して押圧力を作用させている範囲は、上下
方向に１ｃｍ未満となる。したがって、従来のスクイズボトルを２本の指先でスクイズさ
せようとすると、指先に接触している１ｃｍ程度の範囲のみが湾曲変形し、極めて少量の
内容液しか取り出すことができない。一方、本発明のボトルでは、前後一対の剛性壁部の
上下中央部を２本の指先で押圧すると、その剛性により上下２０ｍｍ以上にわたって剛性
壁部がボトル内方に移動し、内容積を大きく減少させることができる。さらに、剛性壁部
の外面の左右寸法を、胴部全体の左右幅（左右の円弧状接続壁部の外面の頂部間の距離）
の１／２よりも大きく且つ１０ｍｍよりも大きくすることで、剛性壁部のスクイズ操作性
を良好なものとし、胴部全体のスクイズ性を一層構造できる。また、前後の剛性壁部の外
面間の距離を、剛性壁部の外面の左右寸法よりも小さいものとすることで、左右の接続壁
部の曲率を大きくして該壁部の弾性変形を円滑に行わせることが可能となる。
【００１６】
より好ましくは、前後の剛性壁部の上下中央部を押圧することにより、該中央部間の距離
が半分になるまで前後の剛性壁部を接近させたとき、剛性壁部の上下端が前記中央部に追
従して移動するように左右の接続壁部並びに上下の接続部が弾性域内で変形するように構
成することができる。さらに、前後の剛性壁部同士が当接するまでスクイズしたときでも
、左右の接続壁部並びに上下の接続部が弾性域内で変形するように構成することもできる
。
【００１７】
本発明の積層剥離ボトルの口部には口栓を設けることができる。この口栓は、前記内層袋
に収容された流体を外部に吐出するための吐出路を有する。該口栓の前記吐出路を開閉す
るために該吐出路に分与弁を装着できる。この分与弁は、バルブフランジとバルブヘッド
とを備えることができ、好ましくは、バルブフランジとバルブヘッドとが、柔軟な構造の
バルブスリーブを介して接続されたものとすることができる。前記バルブフランジは、前
記吐出路の内周縁をシールする。前記バルブヘッドは、前記バルブフランジの内周縁に、
直接又はバルブスリーブ等を介して間接的に接続され、前記袋内部側に予め定められた分
与圧力が作用すると前記流体の流れを許容するように開き且つ前記予め定められた分与圧
力が除去されると前記流体の流れを遮断するように閉じるオリフィスを有する。さらに、
前記口栓には、前記袋内部に負圧が生じたときに前記バルブヘッドのオリフィスが開くこ
とを防止するように前記バルブヘッドを当接支持する支持部を設けることができる。かか
る容器では、分与弁を開くために袋内部を所定の分与圧力以上に高めることが必要となる
が、上記構造のボトルは、胴部全体が押し潰されるような態様で弾性的に大きくスクイズ
変形できるため、破損を生じることなく分与圧力を生じさせることが可能である。
【００１８】
また、本発明の積層剥離ボトルにおいては、前記導入孔に、逆止弁が設けられていないも
のとすることができる。さらに、外層ボトルの胴部周壁には、ボトル内方に窪む凹部若し
くはボトル外方に膨らむ凸部が形成され、前記導入孔は該凹部若しくは凸部内に形成され
ていてもよい。これら凹部若しくは凸部は、指の腹部によって覆い隠される程度の大きさ
、例えば直径５ｍｍ程度の円形状とすることができる。これによれば、ボトル胴部を指で
押圧する位置がより明確化され、目や体の不自由な人にとっても使いやすいものとなる。
さらに、凹部若しくは凸部の位置や形状はブロー成形型によって正確に賦形することが可
能である一方、ブロー成形前のプリフォームの段階で導入孔を形成した場合には、ブロー
成形後のボトルにおいては導入孔の位置や形状に若干のばらつきが生じるが、該導入孔を
凹部若しくは凸部内に設けることで、上記ばらつきを目立たないようにすることができ、
商品外観性の向上を図ることができる。
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【００１９】
また、本発明は、外層の内面に、該外層から剥離可能な内層が積層形成されているととも
に、外層には、外層と内層との間に空気を流入するための導入孔が形成されている積層剥
離ボトルの製造方法であって、外層プリフォームを射出成形する工程と、外層プリフォー
ムの内面側に内層プリフォームを射出成形する工程と、外層プリフォームと内層プリフォ
ームとからなる積層パリソンから積層剥離ボトルをブロー成形する工程と、不良品判別工
程とを有するものである。
【００２０】
前記外層プリフォームの射出成形工程においては、前記導入孔を外層プリフォームに形成
するとともに、外層プリフォームの口部に検査孔を形成することができる。また、前記内
層プリフォームの射出成形工程においては、導入孔及び検査孔に、先端部が外層プリフォ
ームの内面とほぼ面一となるように外周側からピンを嵌挿した状態で内層プリフォームを
射出成形することができる。また、前記ブロー成形工程においては、ブロー成形型に対し
て前記導入孔が所定の周方向位置に位置決めした状態で前記パリソンをブロー成形するこ
とができる。そして、前記不良品判別工程においては、前記ブロー成形によって得られた
積層剥離ボトルの検査孔と導入孔との間の通気検査を行うことにより、導入孔の形成不良
の判別を行うことができる。これによれば、ブロー成形工程において導入孔が形成されて
いる部位（例えば、パリソンの胴部）を延伸成形する場合でも、この延伸成形によって導
入孔が閉塞されてしまったか否かを検査確認することが可能である。
【００２１】
上記本発明の製造方法において、前記通気検査は、検査孔から空気を導入することにより
行うことができる。
【００２２】
また、外層プリフォームの導入孔の直径は、内層プリフォームの導入孔近傍の肉厚の２倍
以下、より好ましくは１．５倍以下とすることができる。これによれば、ブロー成形時に
内層がブロー圧によって導入孔内に埋入してしまうことを防止できる。
【００２３】
さらに、外層は、スクイズ変形可能な有底筒状の胴部の上端に肩部を介して口部が設けら
れた外層ボトルからなり、内層は、外層ボトルの内面に外層ボトルから剥離可能に積層形
成された内層袋からなり、前記導入孔は、外層ボトルの胴部周壁に形成されており、前記
ブロー成形型の賦形面には、前記導入孔を含む所定の範囲において外層ボトルの周壁に凹
部若しくは凸部を形成するための賦形部が形成されていてもよい。これによれば、ボトル
胴部を指で押圧する位置をより明確化し得る凹部若しくは凸部を外層ボトルの押圧部位に
形成することができ、目や体の不自由な人にとっても使いやすいボトルを提供できる。さ
らに、導入孔を凹部若しくは凸部内に設けることで、導入孔の形成位置等のばらつきを目
立たないようにすることができ、商品外観性の向上を図ることができる。
【００２４】
その他、本発明の製造方法においては、特開２００１－１０５４７７号公報に開示した外
層のみに孔を形成する方法や製造装置を適宜用いることが可能である。
【００２５】
【発明の実施の形態】
図１及び図２に、本発明の一実施例に係る積層剥離ボトルを備える分与容器として点眼容
器１０を示している。この点眼容器１０は、有底筒状の積層パリソンからブロー成形して
なる内外二層構造の積層剥離ボトル１１と、該ボトル１１の口部１１ａに装着される口栓
１２と、保護キャップ１３とを備えている。使用者がキャップ１３を取り外して積層ボト
ル１１を倒立させて胴部１１ｂを押圧によりスクイズすると、図２に示すように、ボトル
１１内部の点眼液剤（流体）が口栓１２内の吐出流路を通って先端ノズル部１５から滴下
されるようになっている。なお、図においては拡大表示しているが、実際のボトル１１の
全高は５６ｍｍ程度、胴部１１ｂの左右幅は２５ｍｍ程度、胴部１１ｂの前後幅は１７．
５ｍｍ程度、内容量１０．４ｍｌ程度である。
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【００２６】
上記積層ボトル１１は、外層を構成する外層ボトル１（スクイズボトル）と、内層を構成
する内層袋１６（流体収容袋）との積層構造とされている。外層ボトル１並びに内層袋１
６は、ブロー成形直後は、共に円筒状の口部と、横断面扁平状の胴部とを有する。外層ボ
トル１は、例えばＰＥＴやＥＶＯＨなどの合成樹脂材により成形することができ、内層袋
１６は、外層ボトル１に対して容易に剥離する性質を有する合成樹脂（例えば、ポリエチ
レンなどのポリオレフィン）により成形できる。なお、袋１６の口部は、液体の放出用開
口を構成する。
【００２７】
外層ボトル１は、図３～図６にも示すように、弾性的にスクイズ変形可能な有底筒状の胴
部２の上端に、上方に移行するにしたがって徐々に縮径する肩部３を介して円筒状の口部
４が設けられたものである。胴部２の周壁は、図６に示すように、所定間隔を有して相対
向する前後一対の剛性壁部５と、これら剛性壁部５の左右縁部同士を接続する左右の可撓
性接続壁部６とから、胴部２の左右幅に比して前後幅が小さい扁平長円状に構成されてい
る。各剛性壁部５（前後壁部）は、正面視において上下に長い長方形状であって、横断面
並びに縦断面においてはほぼ平坦状であるが、完全に平坦でなくともよく、若干湾曲して
いてもよい。各可撓性接続壁部６（左右壁部）は、前後中央部が左右外方に向けて突出す
る円弧状であって、その曲率半径は、胴部２の短径よりも小さくなされている。また、各
剛性壁部５は、その上端縁が可撓性上部接続部７を介して肩部３に接続されるとともに、
その下端縁が可撓性下部接続部８を介して胴部２の底部２ａに接続されている。而して、
各剛性壁部５は、その周囲が上記可撓性部位６，７，８のみによって取り囲まれていると
ともに、前後の剛性壁部５と底部２ａと肩部３とは、可撓性部位６，７，８のみによって
一体的に接続されている。
【００２８】
可撓性上部接続部７並びに可撓性下部接続部８は、剛性壁部５よりも前後外方に位置して
いる。したがって、上記プラスチック製パリソンからボトル１をブロー成形する際、各接
続部７，８を形成する部位の樹脂材の伸長比率が大きくなり、各接続部７，８が比較的薄
肉に形成される結果、これら接続部７，８に容易に変形し得る可撓性が付与される一方、
剛性壁部５を厚肉に形成して、該壁部５には変形し難い剛性を付与できる。これら接続部
７，８の平均肉厚は、剛性壁部５の平均肉厚の半分未満とすることが好ましい。
【００２９】
また、スクイズボトル１の胴部２の左右幅は、前後幅（即ち、前後の剛性壁部５の外面間
の距離）の１．５倍よりも大きく、ブロー成形の際に左右の接続壁部６を形成する部位の
樹脂材の伸長比率が大きくなる結果、左右の可撓性接続壁部６の平均肉厚が、剛性壁部５
の平均肉厚よりも小さくなるようにしている。さらに加えて、ブロー成形のパリソンの段
階で、剛性壁部５を構成する部位の肉厚を、可撓性接続壁部を構成する部位の肉厚よりも
厚肉としておくことができる。
【００３０】
外層ボトル１の上記した構成によって、前後の剛性壁部５の上下中央部を２本の指先で押
圧することにより、該中央部間の距離が半分になるまで前後の剛性壁部５を接近させたと
き、剛性壁部５の上下端が前記中央部に追従して移動するように左右の接続壁部６並びに
上下の接続部７，８が弾性域内で変形するようになっている。
【００３１】
また、本実施例の外層ボトル１の前側の剛性壁部５（前壁部）の上下左右における中央部
には、ボトル胴部２と袋１６の胴部１６ｂとの間に外気を導入するための導入孔１７が設
けられている。この導入孔１７は、外層ボトル１の内面側から外面側に貫通して形成され
ており、内層袋１６には形成されていない。さらに、剛性壁部５の上下左右における中央
部には、導入孔１７よりも大径の円形状の凹部１８が形成されている。この凹部１８はボ
トル内方に窪むように形成されており、直径は５ｍｍ程度とされている。前記導入孔１７
は凹部１８内に形成されており、凹部１８を指で塞ぐことによって導入孔１７を閉塞し得
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るようになっている。上記導入孔１７には逆止弁は設けられておらず常時開口しており、
この開口面積はおよそ１ｍｍ2～２ｍｍ2程度とされている。
【００３２】
また、外層ボトル１の口部４の上下方向中途部には、外層ボトル１と内層袋１６との間の
空間を介して導入孔１７に連通する検査孔１９が設けられている。本実施例では、直径方
向に対向する位置に２つの検査孔１９が形成されている。この検査孔１９も、外層ボトル
１の内面側から外面側に貫通して形成されており、内層袋１６には形成されていない。こ
の検査孔１９は、内層袋１６の口部１６ａによって内側から閉塞されており、点眼容器１
０の使用時に検査孔１９から内外層１，１６間の空気が流出することを防止する。かかる
内層袋１６による閉塞を確実ならしめるために、本実施例では、後述する中栓２１によっ
て内層袋１６の口部１６ａを検査孔に押さえ付け、これら内層袋１６と中栓２１とによっ
て検査孔１９を閉塞するようにしている。
【００３３】
内層袋１６の胴部１６ｂはフィルム状を呈しており、内容液の減少に伴って容易に収縮変
形し得るようになっている。一方、内層袋１６の口部１６ａは、その胴部１６ｂに比して
比較的厚肉に形成されている。おり、円筒形状への復元性を呈するようにしている。なお
、袋１６の底部中央は、外層ボトル１の底部中央に係止しており、これにより袋１６の底
部側が上方に捲れ上がることを防止する。
【００３４】
上記口栓１２は、ボトル口部４に内嵌される中栓２１と、該中栓２１に軸方向に連結され
るとともにボトル口部４の外周に装着されるノズルキャップ２２とから主構成されている
。
【００３５】
中栓２１は、基端部がボトル口部４の先端面に当接する円筒状の第１筒部２１ａと、該第
１筒部２１ａの内側に設けられた第２筒部２１ｂとが、第２筒部２１ｂの先端から径方向
外方に張り出したフランジ２１ｃを介して一体に形成されたものである。第２筒部２１ｂ
の基端部は、第１筒部２１ａの基端部よりも基端側（図１において下側）に大きく延設さ
れており、この第２筒部２１ｂがボトル口部４に気密状且つ液密状に内嵌される。特に本
実施例では、第２筒部２１ｂは検査孔１９よりも下方にまで延設されており、上記検査孔
１９は、この第２筒部２１ｂによって内側から気密状に閉塞される。
【００３６】
第２筒部２１ｂの軸方向中途部の内面には、水平板状の支持壁部２１ｄが設けられている
。この支持壁部２１ｄには、中央部を避けるようにして中央部の周囲４ヵ所に、軸方向に
貫通する通孔２３（吐出路）が設けられている。また、支持壁部２１ｄの上部側には、後
述する分与弁２４のコネクタスリーブ２４ａ並びにバルブヘッド２４ｂが嵌め込まれる凹
部が形成されている。
【００３７】
ノズルキャップ２２は、略円筒状の部材であってその軸方向先端にノズル部１５が形成さ
れた天板が一体成形されている。ノズルキャップ２２の内周には、中栓２１の第１筒部２
１ａが嵌着されている。ノズルキャップ２２の先端部外周は段差を介して小径筒状に形成
されており、この小径筒状部外周には保護キャップ１３が螺着されるようになっている。
【００３８】
ノズルキャップ２２の天板の下面中央には薄板状のフィルター２５が配設されている。こ
のフィルター２５としては、メンブランフィルター、焼結体フィルターや、親水性多孔質
平膜や疎水性多孔質平膜など、フィルター２５の吐出下流側（容器外）から吐出上流側（
容器内）への病原微生物の透過を防止し得るものを適宜用いることができる。このフィル
ター２５は、分与弁２４よりも吐出下流側に配設されており、図示例ではノズル部１５に
隣接配置され、中栓２１の上方でノズルキャップ２２に内嵌された保持部材２６によって
保持されている。この保持部材２６には、フィルター２５へ内容液を流通させるための通
孔２６ａが形成されている。而して、袋１６の内部と容器外部とを連通させる口栓１２の
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吐出路が、上記した通孔２３、空洞部、通孔２６ａ並びにノズル部１５内流路によって構
成されている。
【００３９】
上記分与弁２４は、バルブフランジ２４ｃと、バルブヘッド２４ｂと、コネクタスリーブ
２４ａとがシリコンゴムなどの弾性材料によって一体成形されたものである。
【００４０】
バルブフランジ２４ｃは略リング状であって、断面形状は径方向外側に至るほど肉厚が厚
くなるような三角形状とされている。このバルブフランジ２４ｃは、中栓２１とノズルキ
ャップ２２とによって上下から気密且つ液密状に挟持されており、吐出路の内周縁を気密
且つ液密状にシールしている。
【００４１】
バルブヘッド２４ｂは、平面視円形状であってボトル内方に向けて凸状に湾曲する球面上
に成形されており、その中央部には、十字状の切り込みからなるオリフィスが設けられて
いる。このオリフィスは、ヘッド２４ｂの内面に予め定められた分与圧力が作用すると内
層袋１６内部の流体（内容液）の流れを許容するように開き、その予め定められた分与圧
力が除去されると、流体の流れを遮断するように閉じる。又、バルブヘッド２４ｂの中央
下面は略平坦に形成されており、上記オリフィス２４ｄは、この平坦面が形成された範囲
内に設けられている。このバルブヘッド２４ｂの平坦面は、通常の状態においては、上記
支持壁部２１ｄの上面に当接している。
【００４２】
コネクタスリーブ２４ａは、略円筒状であって、軸方向一端側はバルブフランジ２４ｃの
内周縁に一体的に接続され、軸方向他端側はバルブヘッド２４ｂの外周縁に一体的に接続
されている。また、コネクタスリーブ２４ａは容易に変形し得るように比較的薄肉の柔軟
な構造となっている。これにより、上記予め定められた分与圧力よりも小さい所定の圧力
がバルブヘッド２４ｂ内面に作用すると、オリフィス２４ｄが閉じた状態を維持したまま
でバルブヘッド２４ｂが下流側（先端側）へ変位し、その結果、コネクタスリーブ２４ａ
は捲れるように弾性変形する。また、上記小さい所定の圧力が除去されると、コネクタス
リーブ２４ａは復元変形し、オリフィス２４ｄが閉じた状態でバルブヘッド２４ｂが上流
側（基端側）へ変位し、その結果、ノズル内流路に残存する流体をフィルターの上流側へ
吸い戻す。なお、この流体の吸い込み力は、上記コネクタスリーブ２４ａの復元力によっ
て得られるものであってもよく、また、ヘッド２４ｂの内面の負圧によって得られるもの
であってもよい。
【００４３】
なお、コネクタスリーブ２４ａの構造は図示例に限られるものではなく、例えば軸方向に
収縮するように弾性変形可能な蛇腹構造とすることも可能である。
【００４４】
上記点眼容器１０では、その持ち運びや温度変動などを起因として所定の分与圧力未満の
小さな範囲で内圧が上昇すると、分与弁２４のオリフィス２４ｄが閉じたままでバルブヘ
ッド２４ｂが先端側へ変位し、この変位量に応じて上記内圧が小さくなり、圧力上昇が緩
和される。内容液をノズル部１５から吐出させるには、図２に示すように、使用者がボト
ル１１を倒立させて、導入孔１７を指で塞ぐように外層ボトル１の胴部２を短径方向両側
から径内方に押圧して外層ボトル１をスクイズ変形させると、内外層１，１６間の空気が
加圧され、この加圧空気によって内層袋１６が圧縮される。このようにしてヘッド２４ｂ
の内面に所定の分与圧力以上の内圧を生じさせると、内層袋１６内の内容液が分与弁２４
のオリフィス２４ｄを開いてノズル部１５から液下される。ボトル１１の押圧を止め、導
入孔１７から指を離し、外気が導入孔１７から内外層１，１６間に導入されると、まず、
オリフィス２４ｄが閉じるようにバルブヘッド２４ｂが復元変形し、次にコネクタスリー
ブ２４ａが復元変形する。このスリーブ２４ａの復元の際に、ノズル内流路（即ち、吐出
路先端開口）に残留する内容液がフィルター２５の上流側の空洞部に吸い戻され、該内容
液はフィルター２５によって外気から遮断された空洞部に滞留する。
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【００４５】
また、デラミボトル１１の押圧を止めた際、外層ボトル１は元の形状に復元するが、オリ
フィス２４ｄが閉じることにより内層袋１６内への内容液の逆流及び外気の流入が生じず
、内層袋１６は元の形状に復帰せず、内容液の減少に伴って収縮していく。一方、外層ボ
トル１が元の形状に復帰する際には、内層袋１６と外層ボトル１との間に導入孔１７を介
して空気が入り込む。この際、内層１６内部も負圧となり、分与弁２４のバルブヘッド２
４ｂに容器内部側に変形させようとする力が作用しても、該ヘッド２４ｂは支持壁部２１
ｄにより当接支持されているため、上記したような柔軟なヘッド２４ｂの構造としつつも
、このヘッド２４ｂが内側に変形してオリフィスが開き、外気等が内層袋１６内に流入す
ることが防止される。
【００４６】
次に、上記した積層剥離ボトルの製造方法並びに製造装置の実施例を、図７～図１１を参
照しつつ説明する。
【００４７】
本実施例の製造方法は、外層プリフォーム１Ｐを射出成形する工程（図７参照）と、外層
プリフォーム１Ｐの内面側に全面にわたって内層プリフォーム１６Ｐを射出成形する工程
（図８参照）と、外層プリフォーム１Ｐと内層プリフォーム１６Ｐとからなる積層パリソ
ンＰ（図９参照）から積層剥離ボトル１１を二軸延伸ブロー成形する工程（図１０参照）
と、不良品判別工程（図１１参照）とを有している。
【００４８】
外層プリフォーム１Ｐ及び内層プリフォーム１６Ｐの成形は、図７及び図８に示す射出ス
テーションにより行う。なお、この実施例では、同一ステーションにおいて後述するイン
ジェクションコアの交換を行うことで外層プリフォームの成形後に同一の場所で内層プリ
フォームを成形しているが、外層プリフォーム用射出成形金型と内層プリフォーム用射出
成形金型とを別個独立に構成することも可能である。
【００４９】
図７は、外層プリフォーム１Ｐの成形工程を図示している。図において、射出成形金型は
、インジェクションコア５０Ａ，５０Ｂ、並びにキャビティ型５１を備えている。これら
を上下方向に嵌め合わせる型締めを行った後、溶融樹脂をホットランナー及びホットラン
ナーノズルを介してキャビティ（空洞部）内に射出し、外層プリフォーム１Ｐを形成する
。
【００５０】
キャビティ型５１には、上記導入孔１７並びに検査孔１９を形成するためのピン５２，５
３がそれぞれの部位に設けられている。これらピン５２，５３は、キャビティ型５１から
径方向内方に突出され、ピンの先端部分は溶融樹脂射出時（射出開始前、或いは射出後の
樹脂硬化前）にインジェクションコア５０Ａの側面に当接している。これらのピン５２，
５３によって外層プリフォーム１Ｐが成形される段階で導入孔１７並びに検査孔１９が貫
通形成されることになる。ピン５２，５３は、キャビティ型の型開きを行うことによって
、導入孔１７並びに検査孔１９から径方向外方に離脱されるようになっている。
【００５１】
図８は内層プリフォーム１６Ｐが成形される工程を示している。この図８に示す状態は、
外層プリフォーム１Ｐの成形後に、外層用インジェクションコア５０Ａを引き抜いて別の
内層用インジェクションコア５０Ｂを挿入した状態である。ピン５２．５３は、図７に示
した状態のまま、すなわちピン５２，５３は、その先端部が外層プリフォーム１Ｐの内面
とほぼ面一となるように外周側から嵌挿した状態である。内層用インジェクションコア５
０Ｂは、外層用インジェクションコア５０Ａよりも内層プリフォーム１６Ｐの肉厚分だけ
小径である。なお、インジェクションコア５０Ｂに、内層プリフォーム１６Ｐ用の溶融樹
脂をキャビティ内に射出するための樹脂流路並びにゲートを設けてもよい。
【００５２】
内層プリフォーム１６Ｐが成形された後、射出成形金型の型開きを行い、積層パリソンＰ
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を取り出して次の吹き込みステーションに移送する。なお、図９に示すように、積層パリ
ソンＰの胴部肉厚は、上記ボトル１の剛性壁部５となる部位の方が、上記接続壁部６，７
となる部位よりも大きくなされている。また、積層パリソンＰの口部外周の周方向所定位
置には、ブロー成形型に対する積層パリソンＰの周方向位置の位置決めを行うための位置
決め基準部位Ｐｓ（図４及び図５参照）が形成されている。また、外層プリフォーム１Ｐ
の導入孔１７の直径は、およそ０．７ｍｍとされ、内層プリフォーム１６Ｐの導入孔近傍
の肉厚はおよそ０．８ｍｍとなされている。
【００５３】
図１０に示す吹込ステーションでは、延伸ロッド６０を装着したブローコア６１、パリソ
ンＰを保持したリップ型６２、ブローキャビティ型６３及び底型６４を備えるブロー成形
型によって、パリソンＰから積層剥離ボトル１１をブロー成形する。ブローキャビティ型
６３の賦形面には、外層ボトル１の導入孔１７を含む所定の範囲において外層ボトル１の
剛性壁部５中央部に前記凹部１８を形成するための賦形部６３ａが設けられている。
【００５４】
かかるブロー成形型内にパリソンＰを挿入設置する際、まず、上記パリソンＰの基準部位
Ｐｓがブロー成形型に対して所定の角度位置となるようにパリソンＰを回転させる。この
位置調整は、例えば、基準部位Ｐｓを機械的接触により押圧することにより行ってもよい
し、光学センサやＣＣＤカメラなどにより基準部位Ｐｓの位置を確認しつつパリソンＰを
回転駆動させることにより行ってもよい。パリソンＰは、ブロー成形型を型締めすると、
基準部位Ｐｓが金型に挟み込まれることによって正確な位置に固定される。また、パリソ
ンＰはブロー成形型に挿入される前に事前に温調しておく。
【００５５】
ブロー成形型の型締め後、延伸ロッド６０を下方に移動させて、有底円筒状パリソンＰの
底を下方に押して、パリソンＰをまず縦軸延伸する。次に、ブローコア６１からパリソン
Ｐ内に加圧空気を導入して横軸延伸させ、パリソンＰの胴部をキャビティ型６３の賦形面
に押圧させ、ボトル胴部形状を賦形する。このとき、検査孔１９が形成されている部分（
ボトル口部）は、リップ型６２に保持された状態にあるため、この検査孔１９の部分では
延伸されず、検査孔１９の下方側で延伸が行われる。また、導入孔１７が形成されている
部分は、縦軸延伸並びに横軸延伸されるが、導入孔１７は上記賦形部６３ａ内に位置され
るようにブロー成形がなされ、ブロー成形後のボトルにおける導入孔１７の位置や形状の
ばらつきを目立たなくすることができる。また、横軸延伸の際、内層プリフォーム１６Ｐ
の導入孔１７近傍の肉厚が導入孔１７の直径よりも大きいので、内層プリフォーム１６Ｐ
が導入孔１７内に埋入してしまうことが防止される。なお、かかる肉厚は、導入孔１７の
直径の２倍以下程度であればよい。
【００５６】
ブロー成形後、成形された積層剥離ボトル１１を取り出し、内層袋１６内の空気を真空吸
引することによって、内層袋１６を一旦外層ボトル１から剥離させておくことが好ましい
。
【００５７】
次に、図１１に示す不良品検査工程では、検査孔１９にポンプに接続された吹き込みノズ
ル７０を嵌挿し、吹き込みノズル７０を介して検査孔１９から外層ボトル１と内層袋１６
との間に空気を吹き込む。導入孔１７の近傍には圧力センサなどの通気検知センサ７１を
配置しておき、検査孔１９から空気を吹き込んだ際に導入孔１７から空気が流出するか否
かを検知する。この検知信号をコンピュータなどの制御装置７２に入力することで、検査
孔１９と導入孔１７との間の通気検査を行い、これにより導入孔１７の形成不良の判別を
行うようにしている。この判定結果を用いて、形成不良のボトルを自動選別するように製
造ラインを構成することが可能である。
【００５８】
本発明は、上記実施例に示した構造に限定されるものではなく、請求の範囲に記載した技
術的思想に包含される範囲で適宜の変更を行うことができる。
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【００５９】
【発明の効果】
本発明によれば、特に、内容量１０ｍｌ程度の点眼ボトルなどの小型の積層剥離ボトルに
おいて、外気の導入孔の形成不良の検査確認手段を確立することができるとともに、導入
孔に逆止弁がなくともボトル胴部のスクイズ時に導入孔を容易に閉塞し、内層と外層との
間の空気を確実に圧縮して比較的多量の内容液をワンスクイズで点眼することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係る積層剥離ボトルを備える点眼容器の縦断面図である。
【図２】同容器の使用状態を示す縦断面図である。
【図３】同容器の積層剥離ボトルの全体図を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図であ
る。
【図４】同積層剥離ボトルの側面図である。
【図５】図４のＡ－Ａ線断面図である。
【図６】図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【図７】本発明の一実施例に係る積層剥離ボトルの製造方法の外層プリフォーム射出成形
工程を示す金型縦断面図である。
【図８】同製造方法の内層プリフォーム射出成形工程を示す金型縦断面図である。
【図９】同製造方法の中間製造物である積層パリソンを示し、（ａ）はパリソンの軸方向
中途部（図９（ｂ）のＤ－Ｄ線断面部）の断面図であり、（ｂ）は、Ｃ－Ｃ線矢視相当の
パリソンの縦断面図である。
【図１０】同製造方法のブロー成形工程のブロー成形金型を図９のＣ－Ｃ線矢視相当で示
す簡略縦断面図である。
【図１１】同製造方法の不良品検査工程を示す概略図である。
【符号の説明】
１　　外層ボトル（外層）
２　　外層ボトルの胴部
２ａ　　底部
３　　肩部
４　　外層ボトルの口部
５　　前後壁部
６　　左右接続壁部
７　　上部接続部
８　　下部接続部
１１　　積層剥離ボトル
１６　　内層袋（内層）
１７　　導入孔
１８　　凹部
１９　　検査孔
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