
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シガレットを中に有するシガレットパック（３０）であって、裁断紙（４０）から得る
ことができ、かつ単一包装（１０）からなるシガレットパック（３０）であって、
　前記包装は第１主面（１１）および第２主面（１２）、第１側面（１３）および第２側
面（１４）、上側額面（１５）および下側額面（１６）並びに上側額面（１５）と第１側
面（１３）との間の縁（１７）の区域にあるシガレットパック（３０）の開封装置（１８
）を有し、この開封装置（１８）は上側額面（１５）から延び、そして第１側面（１３）
を越えて突き出るつまみ（１９）であり、前記裁断紙（４０）は中央に第１側面フィール
ド（４１）、横に隣接する第１主面フィールド（４２）および第２主面フィールド（４３
）、および主面フィールドの横に隣接する第２側面フィールド（４４，４５）を有し、前
記フィールドはその上縁（５０，５２，５４，５６，５８）および下縁（５１，５３，５
５，５７，５９）に上側の第１側面フィールド端片（６０）および下側の第１側面フィー
ルド端片（６１）、上側の第１主面フィールド端片（６２）および下側の第１主面フィー
ルド端片（６３）、上側の第２主面フィールド端片（６４）および下側の第２主面フィー
ルド端片（６５）並びに上側の第２側面フィールド端片（６６，６８）および下側の第２
側面フィールド端片（６７，６９）を有し、上側の第１側面フィールド端片（６０）の外
縁（７１）から始まり、上側の第１側面フィールド端片（６０）において第１側面フィー
ルド（４１）の方向に延び、第１側面フィールド（４１）の上縁（５０）の前または上縁
で曲がり、上側の第１側面フィールド端片（６０）と上側の第１主面フィールド端片（６

10

20

JP 3825834 B2 2006.9.27



２）との間の境界線（７２）まで少なくとも入り込む切込み（７０）が存在し、
　シガレットパック（３０）の開封装置（１８）は切込み（７０）および所望により第１
および所望により第２および／または第３弱化線（２０，２３，２４）によって形成され
、
　第１弱化線（２０）は第１側面フィールド（４１）の上縁（５０）に沿って、またはそ
れから僅かに離れて第１側面フィールド（４１）上を延び、また第１主面フィールド（４
２）の上縁（５２）および第２主面フィールド（４３）の上縁（５４）に沿って、または
それから僅かに離れて第１主面フィールド（４２）および第２主面フィールド（４３）を
延び、
　第２弱化線（２３）は第１主面フィールド（４２）の第１弱化線（２０）の第１端点（
７３）から上側の第１主面フィールド端片（６２）の外縁（７４）へ、また第２主面フィ
ールド（４３）の第１弱化線（２０）の第２端点（７５）から上側の第１側面フィールド
端片（６０）の外縁（７１）または上側の第２主面フィールド端片（６４）の外縁（７６
）へ延び、
　第３弱化線（２４）は切込み（７０）の端点（７７）からおよそ４５度の角度で上側の
第１主面フィールド端片（６２）の外縁（７４）へ延び、
　裁断紙（４０）は開封装置を形成するための他の手段を持たず、
　シガレットパック（３０）を製造するために上側の額面（１５）は上側の第１側面フィ
ールド端片（６０）および上側の第２側面フィールド端片（６６，６８）を内側に折り曲
げ、さらに上側の第１主面フィールド端片（６２）と次に上側の第２主面フィールド端片
（６４）を内側に折り曲げることにより形成されることを特徴とするシガレットパック（
３０）。
【請求項２】
　第１弱化線（２０）は穿孔および／または切込み（２６）により形成されており、また
シガレットパック（３０）の内側のすべての穿孔および／または切込み（２６）はシガレ
ットパック（３０）のシガレット（９５）またはシガレットフィルター（９６）により被
覆されていることを特徴とする請求項１に記載のシガレットパック（３０）。
【請求項３】
　第１側面（１３）の第１弱化線（２０）はひとつまたはいくつかの穿孔および／または
切込み（２７）を有しており、それらはシガレットパック（３０）の内側ではシガレット
パック（３０）のシガレット（９５）またはシガレットフィルター（９６）により覆われ
ていないことを特徴とする請求項１に記載のシガレットパック（３０）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は裁断紙およびそれから製造される単一包装からなるシガレットパック（Ｚｉｇａ
ｒｅｔｔｅｎｐａｃｋｕｎｇ）であって、この包装は第１主面および第２主面、第１側面
および第２側面、上側額面および下側額面並びにシガレットパックの開封装置を有するが
、この装置は上側額面と第１側面との間の縁の区域にあり、また上側額面を延長すると共
に第１側面上に突き出るつまみであることを特徴とする裁断紙およびそれから製造される
シガレットパックに関する。
【０００２】
従来のシガレットパックは、通常は複数の包装からなる。その場合にまずシガレットは、
通常は錫箔紙からなる内側包装に包まれる。その上にソフトケースまたはハードボックス
が来るが、いずれも通常は紙製である。シガレットの湿度および香りを維持するために、
最終的に例えばポリプロピレンからなる透明被膜が最外包装として用いられる。
【０００３】
これらの従来のシガレットパックのほかに、単一包装からのみなるパックも公知である。
例えば、ＤＥ－ＰＳ６３４８０２は引裂き装置としてつまみを有する葉巻タバコなど用の
薄紙製のパックを記載しているが、このつまみは上側の額面と側面のひとつとの間の縁上
に突き出ている。つまみはジグザグ状の折り目から形成されるため、パックを引き裂く際
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に一方の箱隅が完全に開かれる。パックを再び閉じることはできない。その上、このパッ
クの場合に大抵は第２の包装が行われる。
【０００４】
ＵＳ－Ａ－３１１５２９２は、紙－金属箔－紙の積層材製の単一包装からなるシガレット
パックを記載している。類似のパックはＵＳ－Ａ－２６８８４３４でも記載されているが
、この場合には包装材は紙と錫箔紙の組み合わせからなる。いずれのパックも引裂き装置
を具備しており、それにより上側額面の隅を完全に開放することができる。シガレットを
取り出した後のパックの再閉鎖は、どちらの場合も不可能である。
【０００５】
ＥＰ－Ａ－０５８２９５３に記載されているシガレットパックでは、引裂き帯により側面
および前後の主面の一部が分離でき、したがってパックの隅はシガレットの引き出しのた
めに持ち上げられ、後で再び戻すことができる一種のふたとして形成される。これらのシ
ガレットパックは熱可塑性プラスチックからなる。
【０００６】
ＤＥ－Ｕ－９４１０５８６から公知なのは、本出願対象と類似した裁断紙およびそれから
製造される特に単一の紙包装からなるシガレットパックであるが、このシガレットパック
は少なくとも２つの開封装置を持ち、一方の開封装置はパック縁から突き出るつまみであ
る。
【０００７】
ＦＲ－Ａ－２１３０６４０は、ポリエチレン－アルミ－紙－ポリエチレンの積層材製の単
一包装からなるシガレットパックを記載している。このパックは、側面の上縁に半円状で
押し込み可能な区域からなる開封装置を有する。この区域を押し込んだ後に、主面と上側
額面との間の縁を延びる開封線に沿って上側額面の側面区域を開けることができる。
【０００８】
これまで公知のパックはすべてプラスチックや金属などの高度に環境を汚染する材料特に
アルミ箔を含む、あるいは開封しにくい、あるいは透過性が大きいためにシガレットの湿
度および香りが十分に長くは維持できないなどの欠点を有する。
【０００９】
したがって、本発明の目的は容易に開けることができ、かつ十分な密封度を有するシガレ
ットパックを提供することにある。
【００１０】
この目的は、裁断紙およびそれから製造される単一包装からなるシガレットパックであっ
て、この包装は第１主面および第２主面、第１側面および第２側面、上側額面および下側
額面並びに上側額面と第１側面との間の縁の区域にあるシガレットパックの開封装置を有
し、この開封装置は上側額面から延び、そして第１側面を越えて突き出るつまみであり、
しかも前記裁断紙は中央に第１側面フィールドを、また横に隣接する第１主面フィールド
および第２主面フィールド、および主面フィールドの横に隣接する第２側面フィールドを
有し、これらのフィールドはその上縁および下縁に上側の第１側面フィールド端片および
下側の第１側面フィールド端片、上側の第１主面フィールド端片および下側の第１主面フ
ィールド端片、上側の第２主面フィールド端片および下側の第２主面フィールド端片並び
に上側の第２側面フィールド端片および下側の第２側面フィールド端片を有するが、また
上側の第１側面フィールド端片の外縁から始まり、上側の第１側面フィールド端片におい
て第１側面フィールドの方向に延び、第１側面フィールドの上縁の前または上縁で曲がり
、上側の第１側面フィールド端片と上側の第１主面フィールド端片との間の境界線まで少
なくとも入り込む切込みが存在し、さらに裁断紙は開封装置を形成するための他の手段を
持たないことを特徴とする裁断紙およびそれから製造されるシガレットパックにより達成
される。
【００１１】
この裁断紙からシガレットパックが製造されるが、上側の額面はまず上側の第１および第
２側面フィールド端片を内側に折り曲げ、次に上側の第１主面フィールド端片を、最後に
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上側の第２主面フィールド端片を内側に折り込むことにより形成される。このようにして
製造されたシガレットパックは上側の額面を延長し、前記切込みにより形成されて第１側
面上に突き出るつまみを有するが、それはパックの引裂きに使用することができる。
【００１２】
パックのつまみを形成する切込みは、それが上側の第１側面フィールド端片の外縁付近で
丸められ、上側の第１側面フィールド端片と上側の第１主面フィールド端片との間の境界
線に平行に第１側面フィールドの方向へ延び、第１側面フィールドの上縁の直前で弓状に
境界線の方向へ曲げられ、さらにこの境界線の直後まで延びることにより有利に形成され
ることになる。これにより、仕上げられたシガレットパックではつまみの隅が丸められる
ため、パックの取り扱いが容易になる。
【００１３】
つまみの幅は、切込みの長さにより決定される。つまみの幅は、第１側面の幅より僅かに
小さい方が有利である。したがって、切込みは第１側面フィールドの上縁の直前まで行わ
れる。
【００１４】
有利には裁断紙（およびそれから製造されるパック）は弱化線（Ｓｃｈｗａｅｃｈｕｎｇ
ｓｌｉｎｉｅ）を有するが、それは例えばスリット、穿孔、包装材の厚みの低減、僅かな
深さの切込みと組み合わせた圧縮、前記の混合などにより形成することができる。これら
の弱化線は、一貫的または部分的のみにも形成することができる。
【００１５】
そこで、裁断紙の第１弱化線は第１側面フィールドの上縁に沿って、またはそれから僅か
に離れて第１側面フィールドを延び、さらに第１主面フィールドおよび第２主面フィール
ドの上縁に沿って、またはそれから僅かに離れて主面フィールドを延びることができる。
それから製造されるシガレットパックでは、次にこの第１弱化線は第１側面との上側額面
の縁に沿って、かつ部分的に両方の主面との上側額面の縁に沿って、またはそれから僅か
に離れて主面および側面を延びる。これにより、開封がさらに容易となり、片手で十分に
可能である。すなわちパックをつかみ、下から親指で突き出たつまみをはじけばパックが
弱化線に沿って裂かれ、額面の隅部分が開く。弱化線を主面および側面の縁のやや下側ま
で延ばすならば、シガレットパックの開放後にシガレットの（フィルター）端が容易に突
き出るためにシガレットがつかみやすくなる。
【００１６】
裁断紙は、第１主面フィールドにおける第１弱化線の第１端点から上側の第１主面フィー
ルド端片の外縁に、また第２主面フィールドにおける第１弱化線の第２端点から上側の第
１側面フィールド端片の外縁または第２主面フィールド端片の外縁に延びる第２弱化線を
含むことができる。この裁断紙から製造されるシガレットパックでは、第２弱化線は第１
弱化線の端点と互いに結合し、そして上側額面上を延び、場合によっては少しだけ両方の
主面へと延びる。これは、ユーザーがシガレットパックの開封後に額面の隅部分を押し下
げることにより再び閉じるか、あるいは特に僅かなシガレットしかパックに残っていない
時に上側額面の隅部分を第２弱化線に沿って引き裂くことにより残りのシガレットをつか
みやすくするかの選択をなし得るという利点をもたらす。
【００１７】
裁断紙は、切込みの端点からおよそ４５度の角度で上側の第１主面フィールド端片の外縁
に延びる第３弱化線を含むことができる。この裁断紙から製造されるシガレットパックで
は、第３弱化線は一方で上側額面と第１主面との間、他方で上側額面と第１側面との間の
縁の交点から上側額面の内部に延びる。ユーザーがシガレットパックをつまみの把持およ
び引裂きにより開封する場合に、これは第３弱化線により容易となる。
【００１８】
湿度および香りの喪失を避けるために、第１弱化線の内面は特にこの線が包装材の厚み低
減だけでなく切込みまたは穿孔により形成されている場合には被覆することができる。こ
のために、種々の変更態様が可能である。例えば、第１弱化線の内面に対してシール剤を
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吹き付ける、あるいは内面に薄いにかわ層を設けることができる。別の変更態様は、全体
的または部分的に接着剤を塗布された、あるいは自己接着性の紙、ポリエステル、ポリプ
ロピレン、ポリエチレンまたはセロファン製テープを装着することである。有利にはテー
プは、それが弱化線の両側に均等に（例えば１．５～２ｍｍの接着剤層による総幅３～４
ｍｍ）延びるように装着される。その際にテープを上側端片の区域にのみ貼付するならば
、仕上がったシガレットパック内部のテープは第１弱化線上にカーテンのように垂れ下り
、湿度および香りの喪失を防止し、しかもパックの開封時に決して邪魔にならない。他方
で、テープはそれが上方にのみ上側端片の区域に延び、丁度弱化線を被覆するように装着
することもできる。この態様でも湿度および香りの喪失が防止され、かつ開封が阻害され
ない。テープはさらに、額面の開かれた隅部分の前縁の補強にも役立つ。もちろん、テー
プはそれが下側区域においてのみ第１側面フィールドおよび主面フィールドに貼付される
ように装着することもできる。
【００１９】
第１弱化線の内面の被覆は、パックのシガレットまたはシガレットフィルターによっても
行うことができる。これが特に有利である、というのは極めて簡便かつ付加的な工程を要
することなくパックの高い密封性という所望の目的が容易な取り扱いにおいて達成される
からである。このために、裁断紙の製造の際に第１弱化線は（例えばスリット、切込みま
たは穿孔により）その内面が仕上げられたシガレットパックにおいてシガレットが存在す
る箇所にのみ形成される。しかし、好ましくはこの種の裁断紙はひとつまたは複数の穿孔
および、または切込みをその内面が仕上げられたシガレットパックにおいてシガレットが
存在しない箇所に有する。好ましくは、これらの穿孔、スリットまたは切込みは第１側面
の中央に設けられる。第１側面の幅がシガレット直径の３倍以下で、また２本のシガレッ
トが側面の隅に挿入されるならば、これらの穿孔および切込みの背後では第１側面の中央
に中空空間がある。別の切込みにより、シガレットパックの押込み、第１弱化線に沿った
引裂きおよび開封が付加的に容易にされる。湿度および香りの喪失を防ぐために、別の切
込みの内面は前記のように、好ましくはシール剤の吹付けまたはにかわ滴により被覆でき
る。
【００２０】
ところが、第２および第３弱化線に対して当該被覆を行うことは必要でない。なぜならば
それらは額面区域にあるため、折曲げの際にいくつかの重なった層が形成され、それらは
湿度および香りの喪失を十分に防止するからである。
【００２１】
包装用材料としては、シガレットパックの製造に使用される通常のプラスチック、例えば
ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン（場合により炭酸カルシウムまたは二酸化
チタンを含む配向ポリプロピレン）、または種々のプラスチックの積層材を使用できる。
好ましくは、包装材は環境上の理由から少なくとも９０重量％特に９５重量％（総包装材
に対する値）の紙含量を有する材料から構成される。例えば、ＥＰ－Ａ－０６１５７０１
に記載されているような紙を使用できる。紙は透過性をさらに減少させるために、ポリマ
ー箔および、または金属層および、または非金属層も具備することができる。例えばポリ
エステル、ポリエチレンまたはポリプロピレン（上記参照）からなるポリマー箔は紙に積
層できる、あるいは紙と共に押出し成形できるが、その際に例えば紙－ポリマーまたは紙
－ポリマー－紙の積層仕様が可能である。ポリマー箔の代わりに、またはそれを補完する
ために、紙は内面および、または外面に好ましくはアルミ製の金属単層（例えば０．０１
～０．１ｇ／ｍ 2  ）または二重層を有することができるが、この金属層は紙またはポリマ
ー箔に積層され、あるいはそれらに真空蒸着できる。好ましくは、包装の金属含量は０．
５重量％以下とし、また金属層の厚さは真空層では１０～５０ｎｍ、好ましくはおよそ２
０ｎｍとする。金属層の代わりに、またはそれを補完するために、好ましくはｘ＝１～３
のＳｉＯ x  （厚さは例えば１００～３００ｎｍ）または酸化アルミからなる非金属層も具
備できる。変更態様として、紙を厚紙に積層することもできる。
【００２２】
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好ましくは、包装は２３℃および８５％の相対湿度で２４時間に０．５～４０ｇ／ｍ 2  ）
の湿度透過性を示す（ＤＩＮ規格５３１２２にしたがって測定）。
【００２３】
包装材として紙を使用する場合には、それは５０～１３０ｇ／ｍ 2  の面積重量を有する。
上記の紙のその他の層が存在する場合でも、好ましい面積重量は５０～１３０ｇ／ｍ 2  で
あり、その際に紙の割合は各紙層に対して最低およそ２５ｇ／ｍ 2  を以て６０～１００ｇ
／ｍ 2  となる。紙と組み合わせて使用するプラスチックの面積重量は、層あたり例えば４
～３０ｇ／ｍ 2  とすることができる。
【００２４】
もちろん、包装材は通常のようにラックニス（例えば１～３ｇ／ｍ 2  ）および接着区域（
例えばホットシール性接着剤５～７ｇ／ｍ 2  の塗布）を具備でき、また印刷することがで
きる（例えば凹刻またはフレキソ印刷法）。接着区域は、表面全体に対して塗布すること
ができる。しかし、好ましくは接着剤を部分的にのみ塗布し、残りの区域にはラックニス
を施すことにより下にある印刷が保護される。包装材が積層材である場合には、種々の層
を通常の接着剤（例えば１～２ｇ／ｍ 2  ）つまりスチロール・ブタジエン共重合体または
エチレン・酢酸ビニル共重合体などにより結合できる。
【００２５】
したがって、包装材として使用できる紙－重合体－積層材の可能な積層順序は（外側から
内側に向かって）ホットシール性接着剤＋ラックニス／ホットシール性接着剤＋印刷／紙
／接着剤／アルミ／ポリプロピレン／接着剤／紙／ホットシール性接着剤（部分的）また
はホットシール性接着剤＋ラックニス／ホットシール性接着剤＋印刷／紙／接着剤／アル
ミ／接着剤／二酸化珪素／ホットシール性接着剤（部分的）またはホットシール性接着剤
／印刷（色素＋ラック）／紙／ラックニス／アルミ／ラックニス／ホットシール性接着剤
（部分的）であるが、場合によってはホットシール性接着剤塗布の前に二酸化珪素塗布を
行うことができる。
【００２６】
特に好ましいのは、下記のふたつの積層材仕様である。
次のような層順序を有する仕様１：　２ｘサーモラッカー（およそ６ｇ／ｍ 2  ）；インク
、ラッカー（およそ２ｇ／ｍ 2  ）；バリヤ紙（およそ１００ｇ／ｍ 2  ）；ニトロセルロー
ス・ラッカー（１．０～２．５ｇ／ｍ 2  ）；二重金属被覆（およそ３００オングストロー
ム、およそ０．５ｇ／ｍ 2  ）；ニトロセルロース・ラッカー（０．５～１．５ｇ／ｍ 2  ）
；１ｘサーモラッカー（およそ３ｇ／ｍ 2  ）。
次のような層順序を有する仕様２：　２ｘサーモラッカー（およそ６ｇ／ｍ 2  ）；インク
、ラッカー（およそ２ｇ／ｍ 2  ）；バリヤ紙（およそ１００ｇ／ｍ 2  ）；ニトロセルロー
ス・ラッカー（１．０～２．５ｇ／ｍ 2  ）；二重金属被覆（およそ３００オングストロー
ム、およそ０．５ｇ／ｍ 2  ）；ニトロセルロース・ラッカー（０．５～１．５ｇ／ｍ 2  ）
；ＳｉＯｘ（２００～３００ｎｍ）；１ｘサーモラッカー（およそ３ｇ／ｍ 2  ）。
【００２７】
本発明のシガレットパックは、上記のごとく極めて容易に開封できると共に十分に非透過
性である。というのはそれは完全に閉じられているか、あるいは弱化線を付加的に被覆で
きるからである。パックの密閉度をさらに高めるために、通常の隅の折曲げの代案として
隅の折曲げを以下に詳しく述べるダイヤモンド状折曲げとすることができる。
【００２８】
本発明に基づくシガレットパックは通常のシガレット製造機械で生産できる。それらは事
前に裁断された裁断紙から、あるいはボビンから引き出されてシガレット製造機械により
個別の裁断紙に裁断される裁断材料から製造することができる。
【００２９】
本発明は、以下に実施態様に基づいて説明される。
【００３０】
図１は、本発明に基づくシガレットパックの製造のために使用される裁断紙４０を示す。
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この裁断紙４０はまず、第１側面フィールド４０と第２側面フィールド４４，４５並びに
第１主面フィールド５２と第２主面フィールド４３およびそれらの上縁５０，５２，５４
，５６，５８と下縁５１，５３，５５，５７，５９を有する。側面フィールド４１，４４
，４５の狭幅側には上側の側面フィールド端片６０，６６，６８と下側の側面フィールド
端片６１，６７，６９が、また主面フィールド４２および４３の狭幅側には上側の主面フ
ィールド端片６２，６４および下側の主面フィールド端片６３，６５がある。図１にはさ
らに第１弱化線２０が示されるが、それは上縁５０，５２，５４から僅かに離れて両方の
主面フィールド４２と４３および第１側面フィールド４１を延び、その端点７３と７４に
おいて丸められており、また第２弱化線２３に移行するが、この弱化線は端点７３から上
縁７４へ、また端点７５からまず外縁７６の方向へ垂直に延び、この外縁７６に達する直
前に内側に曲げられ、最終的に上側の第１側面フィールド端片６０の外縁７１で終わる。
図１はさらに切込み７０を示すが、これは外縁７１において始まり、垂直に第１側面フィ
ールド４１の方向へ延び、上縁５０に達する直前に上側の第１側面フィールド端片６０と
上側の第１主面フィールド端片６２との間の境界線７２の方向へ弓状に曲げられ、さらに
上側の第１主面フィールド端片６２において端点７７で終わる。最後に図１は種々の点線
による折曲げ線を示すが、これらの線は一般に参照数字８０～８３で表されており、また
一部は側面および主面フィールド４１～４５の上縁および下縁と重なっている。（折曲げ
線８０～８３とは異なり、図１の境界線７２は点線とはなっていない。というのはこの境
界線７２は折曲げ線ではないからである。）端面フィールド端片の折曲げ線８１は折曲げ
線８０のそのままの延長とする、あるいは図１に示されたように軽く湾曲状とすることが
できる。
【００３１】
本発明に基づくシガレットパックを製造するために、シガレットを裁断紙の内側に入れ、
裁断紙をまず折曲げ線８０に沿って折り曲げる。これにより、図１には図示されていない
裁断紙４０の内側および外側の接着区域が互いに接触するため、通常の方法例えば短い熱
処理により互いに結合できる。それにより、まずほぼ矩形の断面を持つチューブ状のパッ
クが製造される。このチューブ状パックの狭幅側には側面フィールド４１があり、反対側
には重なる側面フィールド４４および４５により第２側面が形成される。次の工程として
、まず任意の順序で上側の第１側面フィールド端片６０および下側の第１側面フィールド
端片６１と重なる上側の第２側面フィールド端片６６，６８および下側の第２側面フィー
ルド端片６７，６９が内側に折り曲げられる。その際に、折曲げ線８１および８３に沿っ
た折曲げが生じることは明らかである。それに続いて、主面フィールド端片が折曲げ線８
２に沿って内側に折り曲げられる。これらの折曲げは任意の順序で行うことができるが、
重要なのは上側の第１主面フィールド端片６２が上側の第２主面フィールド端片６４より
先に内側に折り曲げられることだけである。この場合にも、パックの最終的製造は外側に
位置する各面を互いに接着することにより達成される。例えば裁断紙４０が図１に示され
ていないホットシール性材料の区域を具備しているならば、この接着はホットシールによ
り（例えばおよそ１２０～１５０℃にて）断片状に、あるいはいちどに行うことができる
。
【００３２】
裁断紙の剛性を減少させるために、折曲げ線８０はロール・エンボシングにより前処理で
きる。これにより、仕上がったシガレットパックの断面を上から見た場合のシガレットパ
ックの縁曲げ並びにパックの安定性の向上がもたらされる。
【００３３】
図２と図３は本発明に基づく裁断紙４０の別の例、すなわち図２は裁断紙の内面図を、ま
た図３は外面図を示している。見易くするために図２および図３では折曲げ線と各フィー
ルドの区分は示されていないが、それらは図１の場合と同様である。図２および図３の裁
断紙４０は、多くの点で図１の裁断紙とは異なっている。まず、切込み７０の始め８４が
丸められている。さらに第１弱化線２０の端点７３と７５は丸められておらず、第２弱化
線２３と９０度の隅を形成し、そこで第２弱化線２３は両端点７３と７５から垂直に外縁
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７４と７６に延びている。最終的に図２および図３には別の弱化線２５が示されているが
、それは仕上がったシガレット箱に対して第２弱化線２３と共に開かれたパックの隅部分
を取り去る操作を付加的に容易にする（それがユーザーにより要望される場合）。
【００３４】
さらに、図２および図３は切込み７０の端点７７からおよそ４５度の角度で外縁７６に至
る第３の弱化線２４を示す。これらの図２および図３にはホットシール性接着剤（例えば
エマルジョンとしての水ベースの重合体、好ましくはポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リエステル、アクリル重合体）が塗布された区域が示されており、それらは一般に参照数
字９０で表されている。図から見てとれるのは、裁断紙４０の折曲げはこれらの塗布区域
が互いにシールできるように行われ得ることである。
【００３５】
図４は例示的に図２および図３に基づく裁断紙４０から製造されたシガレットパック３０
を示すが、それはひとつの包装１０からなり、また前側の主面１１および後側の主面１２
、第１側面１３および第２側面１４、上側額面１５および下側額面１６並びにシガレット
パックの開封装置１８を有する。装置１８は上側額面１５と第１側面１３との間の縁１７
の区域にあって、突き出たつまみ１９からなる。図４にはさらに第１弱化線２０が示され
ているが、それはここでは穿孔線として形成されており、第１側面１３において縁１７の
すぐ下側を延び、さらに第１主面１１および第２主面１２に到達する。この第１弱化線２
０の端点は第２弱化線２３に接続しており、この線は端点から上方へ上側額面１５と主面
１１および１２との間に形成される縁２１および２２を越えて上側額面１５を延びる。図
４はさらに第３弱化線２４を示すが、これは縁１７と２１の交点から上側額面１５の内部
に至る。シガレットパックを開けるために、ユーザーは種々の選択を行うことができる。
ユーザーはつまみ１９をつかみ、上側額面１５を第３弱化線２４に沿って引き裂くことが
できる。あるいは、図４に二重矢印で示されたように下からつまみ１９を押し、またはは
じくことによりパックを第１弱化線２０に沿って破り、上隅を持ち上げることもできる。
【００３６】
図５は図４のシガレットパックを開いた状態を示すが（同じく平面１１～１６を有する）
、ここではパック内のシガレットは図示されていない。シガレットを取り出した後に、ユ
ーザーは箱を再び閉じるか、あるいは例えばつまみ１９を引っ張ることにより開いた隅を
取り去ることができる。
【００３７】
本発明に基づく裁断紙の別の例が図６および図７に示されており、図６は後のシガレット
パックの内面図、また図７は後のシガレットパックの外面図である。図６と図７では、ホ
ットシール性区域９０の施与方法（および折曲げ線８０～８３、切込み７０、第１弱化線
２０と第２弱化線２３）がやや異なっている。
【００３８】
図８は裁断紙の別の実施態様を示すが、それは図２に基づく裁断紙に類似している。しか
し、図２とは異なって第１弱化線２０は穿孔線により形成されず、切込み２６からなる。
図９は図８の裁断紙４０から製造されたシガレットパック３０の断面つまり開かれた上側
隅を示すが、ここでは上側額面は示されていない。図９から判明するように、切込み２６
はそれがシガレット９５のフィルター９６により内側から被覆されるように施与されてい
る。図８および図９ではさらに、前側の側面１３の中央に別の切込み２７が示されている
。パック内のシガレットの配置によりこの切込み２７の後方に中空部分が形成されるため
、シガレットパックを開くためにユーザーはこの切込み２７を軽く押して第１弱化線２０
を押し込み、分離し、さらにシガレットパックの上隅を開くことができる。図８および図
９に示された切込み２６および２７の代わりに、当然ながら他の種類の弱化線、例えば同
等の長さを持つ穿孔線を用いることも可能である。さらに、図９ではシガレットパックの
縁が（側面の折曲げ線８０のロール・エンボシングにより）丸められている。別の態様で
は、付加的な切込み２７が施与されていない。その場合にも、パックは第１側面１３の中
央を押すことにより容易に開けることができる。
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【００３９】
図１０，図１１，図１２，図１３は、第１側面フィールド４１、下側の第１側面フィール
ド端片６１、第１主面フィールド４２および下側の第１主面フィールド端片６３の間の隅
の例における好ましいダイヤモンド状折曲げの態様を示す。例えば図１０にしたがって、
フィールド４１と４２との間に切欠き３４を存在させることができる。この切欠き３４は
折曲げ線８２の前で終わり、残りの切片は折曲げ線８０Ａにより形成される。切欠き３４
の代わりに、図１１は片側の切込み３４を示す。この切込み３４の端は４５度の角度で延
びる折曲げ線８０Ｂにより継続され、折曲げ線８２との交点に至る。図１２および図１３
は切込み３４の別の実施態様を示すが、ここでは切込み３４は折曲げ線８０に沿って延び
、９０度の裁断ないし丸められた裁断を以て終わる。図１２および図１３の切込み３４の
端点はやはり４５度の角度で延びる折曲げ線８０Ｂにより継続され、折曲げ線８２に到達
する。これらの特別な裁断により折曲げ時に特に密封性に優れたダイヤモンド状隅が形成
され、したがって香りおよび湿度の喪失が防止される。このダイヤモンド状折曲げは、当
然ながら本発明に基づくシガレットパックの別の隅に対しても使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明のシガレットパックの製造のために使用できる裁断紙の図である
。
【図２】図２は、裁断紙の内面図である。
【図３】図３は、図２の裁断紙の外面図である。
【図４】図４は、閉じた状態のシガレットパックの図である。
【図５】図５は、開いた状態の図４のシガレットパックの図である。
【図６】図６は、その上に施与されたホットシール性区域を有する図１の裁断紙の内面図
である。
【図７】図７は、その上に施与されたホットシール性区域を有する図１の裁断紙の外面図
である。
【図８】図８は、別の裁断紙の図である。
【図９】図９は、図８の裁断紙から製造されたシガレットパックの断面図である。
【図１０】図１０は、ダイヤモンド状折曲げに対する見本の図である。
【図１１】図１１は、ダイヤモンド状折曲げに対する見本の図である。
【図１２】図１２は、ダイヤモンド状折曲げに対する見本の図である。
【図１３】図１３は、ダイヤモンド状折曲げに対する見本の図である。
【符号の説明】
１０　包装
１１　第１主面
１２　第２主面
１３　第１側面
１４　第２側面
１５　上側額面
１６　下側額面
１７　縁
１８　開封装置
１９　つまみ
３０　シガレットパック
４０　裁断紙
４１　第１側面フィールド
４２　第１主面フィールド
４３　第２主面フィールド
４４，４５　第２側面フィールド
５０，５２，５４，５６，５８　上縁
５１，５３，５５，５７，５９　下縁
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６０　上側の第１側面フィールド端片
６１　下側の第１側面フィールド端片
６２　上側の第１主面フィールド端片
６３　下側の第１主面フィールド端片
６４　上側の第２主面フィールド端片
６５　下側の第２主面フィールド端片
６６，６８　上側の第２側面フィールド端片
６７，６９　下側の第２側面フィールド端片
７０　切込み
７１　外縁
７２　境界線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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