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(57)【要約】
　スライドシェル式のパック形状のパッケージ（１０）
は、外方シェル（１２）と複数の内方コンパートメント
（１４Ｒ、１４Ｌ）を含み、これらシェルとコンパート
メントは、それぞれ喫煙品を収容するために構成されて
いる。内方コンパートメントは、喫煙品が取り出せるよ
うに外方シェルに対して摺動自在である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外方シェルと、
　複数の内方シェルとを含み、外方シェルと内方シェルは、それぞれ喫煙品を収容するた
めに構成され、内方シェルは、喫煙品を取り出させるように外方シェルに対して摺動自在
である喫煙品用パッケージ。　
【請求項２】
　前記外方シェルが、
　２つの大きい横壁と２つの小さい横壁とを含む側面と、
　第１の取り出し開口部を供する第１開口端部と、
　第２の取り出し開口部を供する第２開口端部とを含むことを特徴とする請求項１記載の
パッケージ。
【請求項３】
　少なくとも１つの側壁が内方シェルをつかみやすくするために少なくとも１つの取り出
し開口部に隣接した少なくとも１つの凹部を有することを特徴とする請求項２記載のパッ
ケージ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの凹部が大きい側壁に設けられていることを特徴とする請求項３記
載のパッケージ。
【請求項５】
　前記大きい側壁の両方がその取り出し開口部に隣接する凹部を有することを特徴とする
請求項４記載のパッケージ。
【請求項６】
　前記凹部が長尺であり、取り出し開口部に隣接する側面の長さに沿って延びていること
を特徴とする請求項３乃至５いずれか１項記載のパッケージ。
【請求項７】
　前記凹部が１つ以上の不連続の切り欠き部を含むことを特徴とする請求項３乃至６いず
れか１項記載のパッケージ。
【請求項８】
　前記内方シェルそれぞれが、
　２つの大きい横壁と２つの小さい横壁とを含む側面と
　底部壁と、
　取り出し開口部を含む頂部とを含むことを特徴とする請求項１乃至７いずれか１項記載
のパッケージ。
【請求項９】
　前記頂部がその領域に取り出し開口部を含むことを特徴とする請求項８記載のパッケー
ジ。
【請求項１０】
　取り外し自在または再封止自在のカバーが前記取り出し開口部に設けられていることを
特徴とする請求項８または９記載のパッケージ。
【請求項１１】
　前記内方シェルの側面が、内方シェルの取り出し開口部から喫煙品を取り出しやすくす
るために内方シェルの縁部に少なくとも１つの切り欠き部を有することを特徴とする請求
項８乃至１０いずれか１項記載のパッケージ。
【請求項１２】
　前記内方シェルの大きい側壁それぞれが切り欠き部を有することを特徴とする請求項１
１記載のパッケージ。
【請求項１３】
　前記取り出し開口部によって喫煙品を取り出す方向が定められることを特徴とする請求
項１乃至１２いずれか１項記載のパッケージ。
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【請求項１４】
　前記内方シェルが喫煙品を取り出す方向に対して垂直方向に摺動自在であることを特徴
とする請求項１乃至１３いずれか１項記載のパッケージ。
【請求項１５】
　各内方シェルが個別に摺動自在であることを特徴とする請求項１乃至１４記載のパッケ
ージ。
【請求項１６】
　係止手段が少なくとも１つの内方シェル用に設けられており、各係止手段は、外方シェ
ルに対する内方シェルの移動を制限するために設けられ、これによりパッケージが完全に
開いた位置が制限され、これを越えて内方シェルのさらなる移動が制限または妨げられる
ことを特徴とする請求項１乃至１５いずれか１項記載のパッケージ。
【請求項１７】
　前記係止手段が少なくとも１組の協働する舌部を含み、
　第１舌部が外方シェルに設けられ、第２舌部が内方シェルに設けられ、これら舌部は、
内方シェルが完全に開いた位置にあるときに相互に係止するように構成されていることを
特徴とする請求項１６記載のパッケージ。
【請求項１８】
　２組の協働する舌部が内方シェルに設けられていることを特徴とする請求項１７記載の
パッケージ。
【請求項１９】
　前記係止手段が外方および内方シェルの隣接する側面に設けられていることを特徴とす
る請求項１６乃至１８記載のパッケージ。
【請求項２０】
　前記係止手段が外方および内方シェルの隣接する頂端部面および底端部面に設けられて
いることを特徴とする請求項１６乃至１８記載のパッケージ。
【請求項２１】
　方形、非方形、縁取りされた、丸みを帯びたまたはこれらを組み合わせた縁部を有する
ことを特徴とする請求項１乃至２０いずれか１項記載のパッケージ。
【請求項２２】
　２つの大きいパネルと２つの小さいパネルを含む外方シェルブランクと、
　２つの大きいパネルと２つの小さいパネルを含む少なくとも１つの内方コンパートメン
トブランクとを含み、
　複数の内方シェルが前記少なくとも１つの内方コンパートメントブランクから形成され
ることを特徴とする喫煙品パッケージ用のブランク部材。
【請求項２３】
　１つの内方コンパートメントブランクが２つの内方シェルを形成するように構成されて
いることを特徴とする請求項２２記載のブランク部材。
【請求項２４】
　２つの内方コンパートメントブランクが提供され、各内方コンパートメントブランクが
それぞれ内方シェルを形成するように構成されていることを特徴とする請求項２２記載の
ブランク部材。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの内方コンパートメントブランクの大きいパネルがその縁部に切り
欠き部を有することを特徴とする請求項２２乃至２４記載のブランク部材。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの内方コンパートメントブランクの両方の大きいパネルがその縁部
に切り欠き部を有することを特徴とする請求項２５記載のブランク部材。
【請求項２７】
　前記外方シェルの少なくとも１つの大きいパネルがその側部に凹部を有することを特徴
とする請求項２２乃至２６いずれか１項記載のブランク部材。
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【請求項２８】
　外方シェルの両方の大きいパネルがそれぞれその対向する側部に設けられた凹部を有す
ることを特徴とする請求項２７記載のブランク部材。
【請求項２９】
　舌部が外方シェルの各大きいパネルの少なくとも１つの側部の延長部として設けられ、
協働する舌部が少なくとも１つの内方シェルに設けられていることを特徴とする請求項２
２乃至２８いずれか１項記載のブランク部材。
【請求項３０】
　内方シェルブランクの束と外方シェルブランクの束を収容し、外方シェル内に少なくと
も１つの内方シェルを設けるためにパッケージを組み立てるように構成され、組み立てら
れたパッケージが外方シェル内に複数の内方コンパートメントを供し、これら複数の内方
コンパートメントが外方シェルに対して摺動自在になるパッケージの組み立て装置。
【請求項３１】
　外方シェルブランクと少なくとも１つの内方シェルブランクを供する工程と、
　外方シェル内に少なくとも１つの内方シェルを設けるためにパッケージを組み立てる工
程とを含み、組み立てられたパッケージが外方シェル内に複数の内方コンパートメントを
供し、これら複数の内方コンパートメントが外方シェルに対して摺動自在になるパッケー
ジの組み立て方法。
【請求項３２】
　外方シェルおよび内方シェルそれぞれに協働する舌部を含む係止手段が設けられ、内方
シェルを外方シェル内に挿入する工程が協働する舌部を互いを越えて押し込み、外方シェ
ルから内方シェルを取り外そうとすると舌部が互いに係止し、内方シェルが外方シェルか
ら外れるのを制限するまたは妨げることを特徴とする請求項３１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッケージに関し、より具体的には喫煙品を収容するパッケージならびにそ
の製造方法、組み立て部材、および使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、紙巻きタバコ、シガー、シガリロ、刻みタバコ、嗅ぎタバコなどの無煙タバ
コ製品などの喫煙品用のパッケージに関する。便宜上、これらをここでは紙巻きタバコと
称する。特に本発明は、内部スライドと外方のシェルを有する喫煙品用のパッケージ（ス
ライドシェル式パッケージとして知られている）に関する。また本発明は、喫煙品用のパ
ッケージを製するためのブランクの組み立て、パッケージを組み立てるために特別に構成
された装置およびパッケージの組み立て方法に関する。
【０００３】
　紙巻きタバコなどの喫煙品用のスライドシェル式パッケージは、喫煙品が内方のスライ
ドに収容され、喫煙者が喫煙品を取り出す際に外方シェルに対して内方シェルをスライド
させるという点で従来のヒンジ式蓋付きパッケージとは異なる。スライドシェル式パッケ
ージは、国際公開第ＷＯ２００４／０２４５９５号から知られており、ここでは第１容器
が第２容器内に摺動自在に配置されている。
【０００４】
　公知の紙巻きタバコパッケージには一度開くと、全ての喫煙品が環境条件に晒されてし
まうという欠点がある。これによりパッケージの内容物へまたは内容物から水分が出入り
し、究極的には内容物の品質に悪影響を与えてしまう。
【０００５】
　さらに内部コンパートメントが１つしかない場合、１つの特定の製品類しか収容できな
い。例えば異なる風味および／またはブレンドの異なる種類の喫煙品を公知の紙巻きタバ
コパッケージで供給する場合、喫煙者は、１つの特定の種類を容易に見分け、選択するこ
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とができない。
【０００６】
　さらに喫煙者が選択した製品およびブランドに関する情報を喫煙者が受け取るために、
このような情報を提供するために利用可能な表面積を最大限にすることが望まれている。
この課題に対する以前の解決策は、パッケージに挿入または添付されるクーポンを設ける
ものであった。この解決策の欠点として、追加の部材および材料を加えることによって梱
包作業が複雑になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、喫煙品用の改良されたパッケージを提供することである。
【０００８】
　本発明の１つの態様では、外方シェルと複数の内方シェルとを含み、各内方シェルは、
喫煙品を収容するように構成された喫煙品用パッケージが提供され、これら内方シェルは
、これらシェルに収容されている喫煙品を取り出せるように外方シェルに対して摺動自在
である。
【０００９】
　この態様では、外方シェルは、２つの大きな側壁および２つの小さな側壁を有する外側
面と、第１の取り出し開口部を供する第１開口端部と、第２の取り出し開口部を供する第
２開口端部で構成することが可能である。少なくとも１つの側壁は、少なくとも１つの取
り出し開口部に隣接した凹部を含み、内方シェルをつかみやすくしている。この少なくと
も１つの凹部は、大きな側壁に設けてもよい。任意ではあるが、大きな側壁は、両方とも
各開口部に隣接した対応する凹部を有する。この凹部は、長尺で、取り出し開口部に隣接
する側面の長さに沿って延びてもよく、または１つ以上の不連続の切り欠き部を含んでも
よい。
【００１０】
　この態様では、各内方シェルは、２つの大きな側壁および２つの小さな側壁を含む側面
と、底部壁と、取り出し開口部を含む頂部とで構成される。頂部は、その領域に取り出し
開口部を含んでもよい。取り外し自在または再封止自在のカバーを取り出し開口部に設け
ることができる。内方シェルの側面は、その縁部に少なくとも１つの切り欠き部を有して
もよく、これにより内方シェルの取り出し開口部から喫煙品が取り出しやすくなる。内方
シェルの各大きな側壁は、切り欠き部を有してもよい。取り出し開口部によって喫煙品の
取り出し方向を定めることができる。各内方シェルは、個別に摺動させることができる。
【００１１】
　この態様では、内方シェルは、喫煙品の取り出し方向に対して垂直方向に摺動させるこ
とができる。内方シェルの外方シェルに対する移動を制限し、内方シェルの移動が制限さ
れるまたは妨げられる完全に開口した位置を定めるために少なくとも１つの内方シェル用
の係止手段を設けることができる。この係止手段は、少なくとも１組の協働する舌部を含
み、この場合、第１の舌部は、外方シェルに設けられ、第２の舌部は、内方シェルに設け
られ、これらの舌部は、内方シェルが完全に解放した位置にあるとき、相互に係止するよ
うに構成されている。また協働する２組の舌部を内方シェル用に設けてもよい。係止手段
は、外方および内方シェルの隣接する側面または隣接する頂部面および底部面に設けても
よい。
【００１２】
　本発明のパッケージでは、その縁部は、実質的に方形、非方形、縁取りされた、丸みを
帯びた縁部、またはこれらを組み合わせたものであってもよい。
【００１３】
　本発明のさらなる態様では、喫煙品パッケージ用のブランク部材が提供され、これは２
つの大きなパネルと２つの小さなパネルを含む外方シェルブランクと、２つの大きなパネ
ルと２つの小さなパネルを含む少なくとも１つの内方コンパートメントブランクとを含み
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、複数の内方シェルがこの少なくとも１つの内方コンパートメントブランクから形成され
る。１つの内方コンパートメントブランクは、２つの内方シェルを形成するように構成し
てもよく、または２つ以上の内方コンパートメントブランクを設けて、各内方コンパート
メントブランクを各内方シェルを形成するように構成する。
【００１４】
　本発明によるブランク部材において、上記少なくとも１つの内方コンパートメントブラ
ンクに１つの大きな面の縁部に切り欠き部を設けることができる、または両方の大きな面
の縁部にそれぞれ切り欠き部を設けることができる。これとは別にまたは加えて、外方シ
ェルの大きいパネルの少なくとも１つまたは両方の側部に凹部を設けることもできる。こ
のような構成では、各舌部を外方シェルの各大きなパネルの少なくとも１つの側部の延長
部として設けてもよく、協働する舌部を少なくとも１つの内方シェルに構成してもよい。
【００１５】
　本発明のさらなる態様では、パッケージを組み立てるための装置が提供され、この装置
は、内方シェルブランクの束および外方シェルブランクの束を受け、外方シェル内に少な
くとも１つの内方シェルを供するためにパッケージを組み立てるように構成され、これに
より組み立てられたパッケージが外方シェル内に複数の内方コンパートメントを供し、こ
れら複数の内方コンパートメントは、外方シェルに対して摺動自在になる。
【００１６】
　本発明の別の態様では、パッケージの製造方法が提供され、この方法は、外方シェルブ
ランクおよび少なくとも１つの内方シェルブランクを供する工程と、パッケージを組み立
てて少なくとも１つの内方シェルを外方シェル内に供する工程とを含み、これにより組み
立てられたパッケージの外方シェル内に複数の内方コンパートメントが設けられ、これら
複数の内方コンパートメントは、外方シェルに対して摺動自在になる。
【００１７】
　外方シェルおよび内方シェルにそれぞれ協働する舌部を含むもののような係止手段を設
けてもよい。このような場合、内方シェルを外方シェルに挿入する工程が、協働する舌部
を互いに越えて押し込み、これにより外方シェルから内方シェルを取り外そうとする際、
舌部が外方シェルから内方シェルを取り外すのを制限するまたは妨げるように互いに係止
する。
【００１８】
　本発明の理解および実施を容易にするために以下の図面を参照し、本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の態様によるパッケージの閉じた状態の斜視図である。
【図２】本発明の第１の態様によるパッケージの完全に開いた状態の斜視図である。
【図３】図１のパッケージの前面図である。
【図４】図２のパッケージの前面図である。
【図５】図２のパッケージの背面図である。
【図６】図２のパッケージの平面図である。
【図７Ａ】図１から６の第１の態様に対応するブランク部材を示す。
【図７Ｂ】図１から６の第１の態様に対応するブランク部材を示す。
【図７Ｃ】図１から６の第１の態様に対応するブランク部材を示す。
【図８Ａ】第２の態様に対応するブランク部材を示す。
【図８Ｂ】第２の態様に対応するブランク部材を示す。
【図８Ｃ】第２の態様に対応するブランク部材を示す。
【図８Ｄ】第３の態様に対応する内方シェルブランク部材を示す。
【図８Ｅ】第３の態様に対応する内方シェルブランク部材を示す。
【図９】本発明の第４の態様に一部の斜視図である。
【図１０Ａ】図９の第４の態様に対応するブランク部材を示す。
【図１０Ｂ】図９の第４の態様に対応するブランク部材を示す。
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【図１０Ｃ】図９の第４の態様に対応するブランク部材を示す。
【図１０Ｄ】図９の第４の態様に対応するブランク部材を示す。
【図１１】図８Ａ－Ｃのブランク部材から２つの内方シェルを作製する方法を示す。
【図１２】図８Ａ－Ｃのブランク部材から外方シェルを作製し、外方シェルに２つの内方
シェルを挿入する方法を示す。
【００２０】
　図１から６は、喫煙品用パッケージ１０を示し、このパッケージは、実質的に方形の縁
部を有する平行６面体の容器を含む。パッケージ１０は、外方シェル１２と、左内方シェ
ル１４Ｌと右内方シェル１４Ｆとを含み、ここで「左」および「右」は、図３の前面図か
ら見たときの向きによって定めたもので、本発明の理解を容易にするためのものであり、
パッケージの特定の配向を示唆するものではない。
【００２１】
　各内方シェル１４は、内方コンパートメントを供し、ここに所定量の喫煙品Ｓが収容さ
れる。
【００２２】
　外方シェル１２は、前方の大きな側壁２０と、後方の大きな側壁２１とを含む側面、頂
端部壁２２と、２つの取り出し開口部１８を供する２つの開口端部とを有する。
【００２３】
　各内方シェル１４は、前方の大きな側壁２６と、後方の大きな側壁２７と２つの小さな
側壁２８ａ、２８ｂとを含む側面と、底部壁３０、取り出し開口部３２を含む頂部とを含
む。小さな側壁２８ｂは、最も外側に位置し、パッケージ１０の外側から見える。小さな
側壁２８ａは、最も内方に位置し、組み立てられたパッケージ１０では見えない。
【００２４】
　各内方シェル１４は、１束の喫煙品、この例では紙巻きタバコＳを収容する（図２およ
び６参照）。
【００２５】
　取り出し開口部３２は、紙巻きタバコの取り出し方向を定め、即ち図１－６に示す態様
では、紙巻きタバコは、各内方シェル１４の頂部を介して、外方シェル１２の頂部壁２２
の面に対して垂直方向に上方に取り出される。
【００２６】
　内方シェル１４は、それぞれ個別に移動可能であり、取り出し開口部１８を介して外方
シェル１２に対して摺動自在である。内方シェル１４Ｌ、１４Ｒは、図１の閉鎖位置と図
２の完全な解放位置間で摺動自在であり、これにより喫煙品を取り出すことができる。内
方シェル１４は、取り出し方向に対して垂直方向に摺動自在であり、即ち内方シェル１４
は、横方向に摺動自在であり、取り出し方向は、上方向である。
【００２７】
　外方シェル１２の前方および後方側壁２０、２１は、それぞれ２つの凹部Ｒを有する。
図示の態様では、１つの凹部Ｒは、各大きな側壁２０、２１の各垂直縁部に沿って設けら
れ、これら凹部は、取り出し開口部１８に隣接し、これらの両側に位置する。
【００２８】
　これら凹部Ｒによりパッケージ１０が図１の閉じた位置にあるとき、内方シェル１４が
つかみやすくなる。
【００２９】
　凹部Ｒは、長尺であり、大きな側壁２０、２１に垂直縁部に沿ってその長さの大半に亘
って延びている。
【００３０】
　図７Ａ、７Ｂおよび７Ｃは、図１から６に示すパッケージの態様を形成するために使用
されるブランク部材を示す。
【００３１】
　簡単にするためにブランク部材のパネルには組み立てられたパックを形成する壁部と同
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じ参照符号を付してある。従って、図１から６の「壁」を図７では「パネル」とし、例え
ば図１から６の前方の大きな側壁２０は、図７Ａの前方の大きな横パネルと対応する。ま
た図１から６の「内方シェル１４」は、図７では「内方シェルブランク１４」として示し
、同様に「外方シェル１２」を「パネル１２」として示す。
【００３２】
　図１から６を参照して説明した壁／パネルに加えて、各内方シェルブランク１４Ｌ、１
４Ｒは、前方の大きな側壁２６に隣接して横方向に位置するフラップＴ１、Ｔ２を有する
。これらフラップＴは、この態様では小さな横パネル２８ａ、２８ｂとほぼ同じ幅および
長さを有するが、異なる幅および／または長さのフラップを含む別の態様も可能である。
小さな横パネル２８ｂおよびフラップＴ１およびＴ２は、それぞれ延長部として形成され
、これらの下方縁部から延びたタブＴ３を有する。前方の大きな横パネル２６は、それぞ
れそれらの縁部から延びた底端部パネル３０を有する。タブＴ３および底端部壁３０が延
びている縁部は、ブランクの折り曲げ線で形成されている。
【００３３】
　外方シェルブランク１２も前方の大きな横パネル２０から延び、折り曲げ線に沿ってブ
ランクに併合されたフラップＴ５を有する。フラップＴ５は、底端部パネル２４と同じ寸
法を有する。
【００３４】
　外方シェルおよび内方シェルブランクのパネルは、ひだ／折り曲げ線によって形成され
（図７の破線で示すように）、これによりブランクを所定の方法で簡単に折り曲げること
ができる。任意に少なくとも１つの非方形の縁部を有するパッケージにブランクを形成す
る態様では、図７の１本のひだ線を互いに隣接し、接近した複数のひだ線に変えて、丸み
を帯びた縁部を形成できるようにしてもよい。これらの他の縁部形状は、容易に想到し得
るものであり、当業者の理解の範囲内である。
【００３５】
　内方シェル１４の外方シェル１２に対する移動を制限するために各内方シェル１４のた
めに係止手段を設けて、完全に開いた状態（図２、４、５および６に示すように）を形成
し、それ以上の内方シェル１４の移動を制限または妨げるようにする。図示の態様では、
各係止手段は、２組の協働する舌部を含む。当然のことながら、本発明の別の態様では各
内方シェル１４用に１組の協働する舌部を含む係止手段が設けられる。
【００３６】
　協働する１組の舌部３４ａ、３６ｂについて詳述する。
【００３７】
　第１の舌部３４ａは、凹部Ｒで側壁に接続された前方の大きな側壁２０から折り曲げ線
に沿って延び、左の横方向の延長部として外方シェル１２に設けられる。第１舌部３４ａ
は、パッケージ１０の外側から見えない外方シェル１２の内側で折り曲げられる。
【００３８】
　第２の協働する舌部３６ａは、左内方シェル１４Ｌに設けられている。この第２の舌部
３６ａは、左内方シェル１４Ｌの前方の大きな側壁２６の一部を構成する。具体的には第
２舌部３６は、前方の大きな側壁２６のｃ字形状の切り欠きＣによって形成され、切り欠
きＣは、第２舌部３６ａを囲んでいる。ｃ字形状の両端部は、前方の大きな側壁２６をフ
ラップＴ１を接続する縁部に沿って位置している。従って、第２舌部３６ａは、左内方シ
ェル１４Ｌの「後端」に隣接する前方の大きな側壁２６に設けられ、この後端は、パッケ
ージ１０の開放方向に対して形成される。
【００３９】
　舌部３４ａ、３６ｂは、内方シェル１４Ｌが図２の完全に開いた状態にあるとき、相互
に係止し、第２舌部３６ａは、外方シェル１２内に位置する折り曲げられて位置する第１
舌部３４ａによって保持される。
【００４０】
　協働する第２の組の舌部３４ｂ、３６ｂも同じように設けられている。第1舌部３４ｂ
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は、外方シェル１２の前方の大きな側壁２０の右側の延長部として供されている。第１舌
部３４ｂは、右内方シェル１４Ｒの前方の大きな側壁２６の一部を含む別の第２舌部３６
ｂと係合する。舌部３４ｂおよび３６ｂは、舌部３４ａおよび３６ｂと鏡像となり、同じ
ように接続する。これは製造の観点から好ましいが、第１組の協働する舌部を第２組の協
働する舌部と異なる形状にすることも本発明の範囲内である。
【００４１】
　さらに別の組の協働する舌部３４ｃ、３６ｃおよび３４ｄ、３６ｄがパッケージ１０の
背部に同じように設けられており、これは上記のものと同じであるので、説明は省略する
。パッケージの材料およびデザインに応じて、当業者は、パッケージの背部に１組の協働
する舌部を設けるまたは設けないでこの態様を変更することを選択することができる。
【００４２】
　従って、２組の協働する舌部が内方シェル１４、１４Ｒのそれぞれに設けられ、各組の
協働する舌部は、外方および内方シェル１２、１４Ｌ、１４Ｒの隣接する側面に設けられ
ている。具体的には、舌部３４ａ、３６ａおよび３４ｄ、３６ｄの組は、左内方シェル１
４Ｌの移動を制限し、舌部３４ｂ、３６ｂおよび３４ｃ、３６ｃの組は、右内方シェル１
４Ｒの移動を制限する。
【００４３】
　各内方シェル１４の前方の大きい側壁２６は、内方シェル１４から喫煙品を取り出しや
すくするために上部縁部に切り欠き部Ｎを有している。
【００４４】
　図２および４に最も判りやすく示しているが、切り欠き部Ｎは、前方の大きい横壁２６
に上縁部で効果的に凹部を形成している。この態様では、切り欠き部Ｎは、１つの垂直縁
部、水平の下方縁部、傾斜した縁部を有するが、喫煙品（紙巻きタバコ）を容易に指で取
り出すために便利なあらゆる形状が可能である。
【００４５】
　別の態様では、切り欠き部Ｎを前方の大きい側壁２６と同様に各内方シェル１４の後方
の大きい側壁２７に設けることも可能である。図８Ａ、８Ｂおよび８Ｃにこの変形例に対
応するブランク部材を示す。このブランク部材は、後方の大きい側壁２７に追加の切り欠
き部Ｎを設けた以外は、図７Ａ、７Ｂおよび７Ｃと同じである。このような態様により右
利きおよび左利きの喫煙者が両方の内方シェルから喫煙者を簡単に取り出すことができる
。
【００４６】
　図８ｄおよび８ｅは、図８ａの外方シェル１２と使用するための内方シェル１４Ｒ’お
よび１４Ｌ’のさらに別の態様を示す。図８ｄの内方シェル１４Ｒ’は、次の点を除いて
図８ｂの内方シェル１４Ｒと同じである。図８ｂの２つのタブＴ３は、後方の大きい横パ
ネル２７の下方延長部を形成する単独のタブＴ３に置き換えることができる。タブＴ３の
側部は、後方の大きい横パネル２７から離れた方向に互いの方へと収束（内方へとテーパ
ーしている）している。
【００４７】
　小さい方の横パネル２８ａもまた後方の大きい横パネル２７から離れた方向に内方にテ
ーパーした側壁を有する。後方の大きい横パネル２７の凹部Ｎは、省略されている。図８
ｅの内方シェル１４Ｌ’は、右内方シェル１４Ｒ’で説明した変更と同じ変更が加えられ
ていて図８ｃの内方シェル１４Ｌに対応している。図８ｄおよび８ｅの内方シェルブラン
ク１４Ｒ’、１４Ｌ’を組み立てる際、タブＴ３は、底端部壁３０の内面に対して位置す
るように折り曲げられ、底端部壁３０にのり付けされ、内方シェルの基部を形成する。テ
ーパーした小さい横パネル２８ａは、タブＴ１、Ｔ２の内方に位置し、これらにのり付け
され、タブＴ１、Ｔ２が外壁を形成する。
【００４８】
　図１から８に示すような係止手段を外方および内方シェル１２、１４の隣接する側面に
設けることは必須ではない。係止手段を外方および内方シェル１２、１４の隣接する頂端
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部面および底端部面に設ける別の態様も可能である。
【００４９】
　図９および１０にこのような態様の一例を示す。パッケージ４０は、外方シェル４２お
よび左右の内方シェル４４Ｌ、４４Ｒを含む。外方シェル４２と内方シェル４４は、これ
らが対の横方向に突出した舌部３４ａ、３６ａ；３４ｂ、３６ｂ；３４ｃ、３６ｃ；３４
ｄ、３６ｄを有していないことを除いて外方シェル１２および内方シェル１４と同じであ
る。
【００５０】
　特に外方シェル４２は、前方の大きい側壁４６、後方の大きい側壁４７、頂端部壁４８
および底端部壁５０を有する。また外方シェル４２は、前方の大きい側壁／パネル４６の
下方の延長部として形成され、そこから図１０ａに示すようにブランクの折り曲げ線に沿
って延びたフラップＴ５を含む。
【００５１】
　各内方シェルは、前方の大きい側壁５２、後方の大きい側壁５４および２つの小さい側
壁５６ａ、５６ｂを有する。各内方シェル４４も小さい側壁５６ｂから各折り曲げ線に沿
って延びた下方の延長部として形成されたタブＴ３、フラップＴ１およびＴ２および前方
の大きい側壁／パネル５２から折り曲げ線に沿って延びた下方の延長部として形成された
底部パネル３０を有する。フラップＴ１、Ｔ２は、前方の大きい側壁５２の横方向に延び
た延長部によって形成されている。
【００５２】
　パッケージ４０は、４組の相互に係止する舌部を含む係止手段を有する。一組の舌部５
８ａ、６０ａについて最初に説明する。
【００５３】
　第１舌部５８ａは、頂端部壁／パネル４８の右横方向に突出した延長部として外方シェ
ル４２に設けられている。第１舌部５８ａは、外方シェル４２の内側に折り曲げられ、パ
ッケージ１０の外側からは見えない。
【００５４】
　第２の協働する舌部６０ａは、小さい方の横パネル５６ａの上方延長部として右内方シ
ェル４４Ｒに設けられている。第２舌部６０ａは、折り曲げられ、小さい方の横パネル５
６ａに対して垂直になる。
【００５５】
　内方シェル４４Ｒを外方シェル４２から図９に示す完全に開いた位置へと引き出す際に
、舌部５８ａ、６０ａは、内方シェルのさらなる移動および内方シェル４４Ｒが外方シェ
ル４２から外れるのを妨げるために相互係止する。
【００５６】
　別の組の協働する舌部５８ｂ、６０ｂが底端部壁５０に設けられており、これらの舌部
は、舌部５８ａ、６０ａと鏡像になる。さらに２組の協働する舌部５８ｃ、６０ｃ；５８
ｄ、６０ｄが左内方シェル４４Ｌの係止するために設けられている。全ての組の舌部５８
、６０は、類似しており、同じように機能する。
【００５７】
　図１から７の態様とのさらなる相違点は、内方シェル４４Ｌ、４４Ｒの後方の大きい横
パネル５４が上方に延びた延長フラップ４５を有しているということである。各フラップ
４５は、後方の大きい側壁５４に対して垂直に折り曲げられる。図９に最も判りやすく示
すように、フラップ４５は、協働する舌部５８ａ、６０ａの下方に位置するように折り曲
げられ、これら舌部を喫煙品（紙巻きタバコ）Ｓから引き離す役割を果している。これに
より喫煙品Ｓが係止手段の機能を阻害するのを防いでいる。
【００５８】
　図１０ｄは、凹部Ｒの別の形状を示す。図に示すように凹部Ｒは、例えばほぼ指の幅の
一部円形、方形またはテーパーした方形の１つ以上の個別の切り欠き部を含んでもよい。
当然のことながら、ここに例示した以外の形状の切り欠き部であってもよく、ここに示し
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た形状は凹部Ｒの形状の単なる例示に過ぎない。凹部Ｒの形状は、本発明に必須の事柄で
はない。
【００５９】
　この態様には、例えば左内方シェル４４Ｌが引き出され、右内方シェル４４Ｒが過度に
内方の位置に追い込まれ、その後元の位置に戻るようにパッケージが誤って使用された場
合にタブ５８ａ－５８ｄはパッケージの外に押し出される可能性があるという欠陥がある
。これはタブ５８ａ、５８ｂをパッケージから強制的に押し出し、よって見栄えが悪くな
り、係止機能が損なわれる。この欠陥を防ぐ方法の１つとして、タブ５８ａ－５８ｄに頂
部端部壁４８および底部端部壁５０の長い方の縁部と平行な延長部を設けることが挙げら
れる。これらの延長部は、通常、タブ５８ａ－５８ｄの幅のほぼ半分しかない。この変形
例に対応して内方シェル４４Ｒ、４４Ｌのタブ６０ａ－６０ｄを小さくしてもよい。具体
的にはタブ５８ａ－５８ｄの延長部に対応する位置のタブ６０ａ－６０ｄの部分が取り除
かれる。
【００６０】
　パッケージが組み立てられると、内方シェルが過度に内方に押し込まれても、これら延
長部が横壁５６ｂがタブ５８ａ－５８ｄが押し出すことができなようにする。当然のこと
ながら、この欠陥は、右内方シェル４４Ｒが引き出され、左内方シェルＬが過度に内方に
押し込まれた場合も起こりえる。この場合、タブ５８ｃおよび５８ｄは強制的にパッケー
ジの外に押し出される。誤った使用によるパッケージのマイナスの作用を防ぐ方法は、さ
らにまたは代わりに形状の異なるタブを組み込むことである。
【００６１】
　本発明では、２つの内方シェルのそれぞれが喫煙品用の個別のセクションを供する。こ
れらの喫煙品は、包装してもよい（例えば、金属化されたペーパーラッパーなどで）。従
って、１つの内方シェル内の喫煙品は、消費されている間、他の内方シェル内の喫煙品は
、外的要因から保護される。異なる種類の製品を各シェルに供することもでき、これらの
異なる種類の製品を喫煙者が容易に選択することができる。任意ではあるが、異なる形状
の凹部を外方シェルの各側部に設けてもよく、この凹部の形状は、直近の内方シェルに供
された喫煙品に関連する。これとは別に異なる形状の凹部を外方シェルのどちらの側がそ
れに収容されている内方シェルの切り欠き開口部に対応するかを示す目印として前方およ
び後方の大きい側壁に設けてもよい。
【００６２】
　図８、１１および１２を参照して、図８のブランク部材からパッケージを形成する方法
を説明する。
【００６３】
　ブランク部材からパッケージを組み立てる装置は、通常、少なくとも２つのユニット、
例えば少なくとも２つの機械で構成される。具体的に示していないが、それらの設計およ
び機能を図１１および１２に示す。
【００６４】
　図１１は、内方シェルブランクから２つの内方シェル１４Ｌ、１４Ｒを形成するところ
を示している。単純化するために左内方シェル１４Ｌの形成のみを説明するが、右内方シ
ェルも同じように形成される。ここで注目すべきことは、図１１の内方シェルブランク１
４Ｌ、１４Ｒの束が図８において表裏が逆に示されているということである。
【００６５】
　最初の工程では、のりＧがライン状に小さいほうの横パネル２８ａに塗布される。内方
シェルブランク１４Ｌは、大きいほうの横パネル２８ａと後方の大きいほうの側壁２７の
間のひだ線および前方の大きいほうの側壁２６と小さいほうの側壁２８ｂの間のひだ線に
沿って折り曲げられる。その後、前方の大きいほうの側壁２６とフラップＴ１は、後方の
大きいほうの側壁２７と小さいほうの側壁２８ｂの上に直接位置するように平らになるよ
うに押される。
【００６６】
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　小さい方の側壁２８ａは、押されて平らになり、フラップＴ１の上に重なり（のり付け
された面を下側に）、フラップＴ１は小さい方の側壁２８ａに接着する。その後、内方シ
ェル１４Ｌは、その平坦な状態から箱状に広げられる。タブＴ３は、内方に９０度折り曲
げられる。シェル１４Ｌに一束の喫煙品Ｓが充填され、その束は、内部ホイルで包まれて
もよく、フラップＴ３上に位置する。のりが底部パネル３０の下側に（図面において）塗
布される。底部パネル３０は、内方に折り曲げられ、折り曲げられたフラップＴ３に接着
される。内方シェル１４Ｌは、これで完全に組み立てられたことになる。これとは別に、
底部パネル３０が折り曲げられてフラップＴ３に接着されてから、内方シェル１４Ｌに喫
煙品Ｓの束を充填してもよい。
【００６７】
　図１２では外方シェル１２を形成するために、のりがライン状に底端部パネル２４に塗
布される。底端部パネル２４は、端部壁２４と後方の大きい方のパネル２１の間の折り曲
げ線に沿って９０度折り曲げられる。また前方の大きい方のパネル２０と頂端部壁２２と
の間の折り曲げ線に沿ってさらに折り曲げられる。前方の大きい方のパネル２０およびフ
ラップＴ５は、１８０度折り曲げられ、頂端部壁２２と後方大きい方のパネル２１の上に
位置する。底端部壁２４は、さらに９０度折り曲げられ、のり付けされた面が下側になり
、フラップＴ５に接着される。その後、外方シェル１２はその平坦な状態から箱状に広げ
られる。第１舌部３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、３４ｄは、ほぼ１８０度に内方に折り曲げら
れる。
【００６８】
　最終段階として、内方シェル１４Ｌ、１４Ｒは、外方シェルの開口端部１８内に押し込
まれ、第２舌部３６ａ、３６ｂ、３６ｃ、３６ｄが第１舌部３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、３
４ｄを越えて押し込まれ、内方シェル１４Ｌ、１４Ｒは外方シェル１２の内側に完全に収
まる。
【００６９】
　あらゆる好適な装置を上述の工程でのパッケージ１０の組み立てに使用することができ
る。内方シェルを第１の機械で形成し、外方シェルを第２の機械で形成し、組み立てを第
３の機械で行ってもよい。これとは別に第２の機械でも組み立て工程を実施してもよい。
さらにこれとは別に全ての組み立て工程を単独の機械で行ってもよい。またいくつかのま
たは全ての工程を手で行ってもよい。また異なる折り曲げ方法を採用してもよい。例えば
、最初の工程で、全ての折曲げを行って、その後のり付け、組み立てを第２工程で行って
もよい。ブランクの折り曲げは、プランジ折り曲げ手段で行うのが好ましい。これとは別
に内方および外方シェルを当業界でよく知られているアーバー（ａｒｂｏｕｒ）の周囲で
行ってもよい。
【００７０】
　図７のブランク部材は、図１－６に示した態様と同じ方法で組み立てることができる。
【００７１】
　図１０のブランク部材は、図９の態様に大まかには同じ方法で組み立てることができる
が、この場合舌部５８ａ－ｄが舌部３４ａ－ｄの代わりに内方に折り曲げられ、舌部３６
ａ－ｄの代わりに舌部６０ａ－ｄおよびフラップ４５が折り曲げられる。フラップ４５は
、舌部６０ａ、６０ｃの前に折り曲げられ、これらの舌部はフラップ４５の上に位置する
。
【００７２】
　前壁、頂部壁、後壁および底部壁は、パッケージの特定の向きを示すものではなく、こ
れらを第１壁、第２壁、第３壁おおび第４壁なる用語に置き換えることもできる。
【００７３】
　変更および改良は、本発明の範囲から逸脱することなく可能である。例えば、グラフィ
ックおよび／または印をパッケージのいくつかまたは全ての面に設けてもよい。特にこの
ようなグラフィックおよび／または印を内方シェルの前、後、底端部および／または頂端
部壁に設けてもよい。
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【００７４】
　本発明のいくつかの態様は、あらゆる好適な位置に設けられた係止手段を有する。いく
つかの態様では、係止手段を必要としない。
【００７５】
　別の組み立て方法および装置において、内方シェルブランクを内方シェルに形成し、内
方シェルが形成された後、その周囲で外方シェルブランクを外方シェルに形成してもよい
。従って、パッケージを組み立てる前に内方シェルおよび外方シェルを最初に形成するこ
とは必須ではない。
【００７６】
　複数のコンパートメントがそれぞれ任意に異なる種類の喫煙品、例えば異なる風味の喫
煙品を収容してもよい。また各コンパートメントは、異なる製品、例えば１つのコンパー
トメントに紙巻きタバコを他のコンパートメントに嗅ぎタバコを収容するようにしてもよ
い。
【００７７】
　いくつかの態様では、３つ以上のコンパートメントを例えば図２の態様において設けて
もよく、各内方シェル１４Ｒ、１４Ｌを内部に壁を設けることによって複数のコンパート
メントに分割してもよい。
【００７８】
　把持凹部は、本発明の必須の要素ではない。例えば、外方シェルの少なくとも１つまた
は全ての取り出し開口部に凹部を設けなくてもよい。任意ではあるが、このような態様に
おいて、内方シェルは、内方シェルを掴み、外方シェルに対して摺動しやすくするために
把持用のタブを含んでもよい。これとは別に内方シェルの縁部、即ち大きい方の横壁と小
さい方の横壁との境に９０度の交差部以外のもの、例えば湾曲または縁取りされた縁部を
形成して、喫煙者が内方シェルをつまみ出すようにしてもよい。あらゆる態様において、
国際公開第ＷＯ２００４／０２４５９５号に開示されているような非方形の縁部を含んで
もよい。
【００７９】
　本発明は、単一の束の紙巻きタバコに限定されるものではない。例えば、内方のコンパ
ートメントにそれぞれ収容された複数の束を一緒に一枚のパック形成シートで包み、複数
の束を含む半剛性パックを形成してもよい。
【００８０】
　従来から喫煙品Ｓは、通常、各コンパートメント内で内方ホイルまたはバリヤー層に包
まれている。バリヤー層の好ましい材料は、プラスチック／金属箔ラミネートまたは金属
化されたプラスチック材のいずれかであり、これらはいずれも極めて良好な保護機能を呈
する。
【００８１】
　バリヤー層は、パックまたは充填物の１つの小さい方の端部に亘って連続し、パックの
小さい方の面の両方にに沿って継ぎ目を有し、反対の小さい方の端部を覆って包むまたは
折り曲げてもよい。バリヤー層は、必ずしもこのような方法で設ける必要はなく、１つの
小さい方の面に亘って連続し、小さい方の端部および１つの小さい方の面に亘って密閉す
るように設けてもよい。
【００８２】
　バリヤー層の継ぎ目は、のりまたは例えば印刷などによってバリヤー層に付加される熱
密閉ストリップを用いて形成してもよい。これはバリヤー層が金属／紙ラミネートまたは
金属化された紙である場合に特に適切な手段である。しかしながら、プラスチックラミネ
ートまたはホイルの１つ以上の外面が熱密閉性材であってもよい。
【００８３】
　内方シェルブランクおよび外方シェルブランクが端部同士が互いに密着して配置される
ようにブランク組み立て部材が設計されていて、必要な材料の量を最小限にする場合（即
ち、重なりまたは隙間がなく互いに隣接して位置することができる）に密閉性材であると
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【図１】
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【図７ｂ】

【図７ｃ】

【図８ａ】

【図８ｂ】

【図８ｃ】
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