
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フィルム巻反から引き出し案内された連続移送されるフィルムを、フィルムの長手方向に
沿って二つ折りに折り返す包装機の機台の上部側に設けたフィルム折返し機構と、このフ
ィルム折返し機構の折返しガイドによって折り返された二つ折りフィルムの少なくとも左
右両縁部を縦シールする縦シール機構と、この縦シール機構の下方に、縦シールによりフ
ィルムを筒状に形成したフィルムに横シールする横シール機構と、この横シール機構によ
って包装袋となる底部が形成された筒状のフィルム内に被包装物を充填する充填機構と、

四方シールされた包装袋の横シール箇所
を切断するカッター機構とを備え、

を特徴とする充填包装機におけるフィルム折返し
案内装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フィルム巻反から引き出し案内された連続移送された包装フィルムを、フィル
ムの長手方向に沿って二つ折りに折り返し、折り返された二つ折りフィルムの四方をシー
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前記縦シール機構と前記横シール機構とによって
前記フィルム折返し機構に設けられた折返しガイドの

先端部を前記縦シール機構の縦ヒートシールロールと接近状態に配設するとともに、前記
折返しガイドと対向して配置され、前記フィルム折り返し機構の折返しガイドに沿って二
つ折りに折り返されたフィルム折返し箇所のフィルム外面部分を軟圧付勢して規整保持す
るフィルムガイド部材を設けてなること



ルしつつ被包装物を充填包装する充填包装機に関し、特に折り返されたフィルムを所定位
置に送り出すようにするための充填包装機におけるフィルム折返し案内装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、たとえば液体や粉体あるいは粘稠物質などの被包装物であるソースや醤油ある
いはマヨネーズなどを充填して密封シールする包装袋としては、一般的に縦横に四方シー
ルすることによって包装袋を形成している。
【０００３】
この種の被包装物を充填し四方シールして包装する充填包装機としては、たとえば特開昭
６１－６９５２１号公報などに示されているように、充填包装機の機台の側部に一対の保
持枠が設けられ、この保持枠にロール状にフィルムを巻回したフィルム巻反が着脱交換可
能に保持されており、前記機台の上部にフィルム案内部およびフィルム折返し部を配設し
、前記機台の前面部に上側から縦シール部、横シール部およびカッター部が備え付けられ
ており、フィルム案内部を介してフィルム折返し部に導きだし、フィルム折返し部により
フィルムを長手方向に沿って二つ折りにして加熱された縦シール部によりフィルムの両側
縁を筒状に縦シールし、次いで加熱された横シール部によりフィルムを横方向に横シール
し、この横シールにより包装袋となる底部を形成し、これにより有底筒状に形成されたフ
ィルム内に充填機構の充填ノズルにより液体などからなる被包装物を充填し、さらにフィ
ルムが送られて再び横シール部によってフィルムの袋口側を横シールして被包装物を封止
し、次いで横シール箇所の中間部をカッター部で切断することにより四方シールを施した
包装袋を得るようにしたものであり、この包装袋をコンベアなどで搬送するようにしたも
のが知られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した従来の充填包装機においては、縦シール部および横シール部によりフ
ィルムをシールしつつ送り出しているが、これらのシール部の回転速度を上げることによ
りフィルムのシール包装作業の高速度化を計ることができるという反面、ロール状に巻か
れたフィルム巻反の巻きムラやフィルム巻反から引き出されたフィルムの張力変動などに
よってフィルムが偏って送られることがあり、このためフィルム折返し部による折返し位
置が偏ったまま送られてしまうと縦シール位置が所定の位置より変動してしまい、縦シー
ル部によるフィルムの両側縁のシール間隔がばらついてしまう結果となり、ひいてはシー
ル不良を起こしてしまうことがある。
【０００５】
そこで本発明は、特に折り返された包装フィルムの位置ズレなどを抑制し所定位置にフィ
ルムを送り出すことのできる充填包装機におけるフィルム折返し案内装置を提供すること
を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、請求項１では、フィルム巻反から引き出し案内された連続移送されるフィルム
を、フィルムの長手方向に沿って二つ折りに折り返す包装機の機台の上部側に設けたフィ
ルム折返し機構と、このフィルム折返し機構の折返しガイドによって折り返された二つ折
りフィルムの少なくとも左右両縁部を縦シールする縦シール機構と、この縦シール機構の
下方に、縦シールによりフィルムを筒状に形成したフィルムに横シールする横シール機構
と、この横シール機構によって包装袋となる底部が形成された筒状のフィルム内に被包装
物を充填する充填機構と、 四方シールさ
れた包装袋の横シール箇所を切断するカッター機構とを備え、
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前記縦シール機構と前記横シール機構とによって
前記フィルム折返し機構に

設けられた折返しガイドの先端部を前記縦シール機構の縦ヒートシールロールと接近状態
に配設するとともに、前記折返しガイドと対向して配置され、前記フィルム折り返し機構
の折返しガイドに沿って二つ折りに折り返されたフィルム折返し箇所のフィルム外面部分



を特徴とする充填包装
機におけるフィルム折返し案内装置である。
【０００７】
【０００８】
【０００９】
【発明の実施の形態】
請求項１の発明では、

【００１０】
【００１１】
【００１２】
【実施例】
以下、本発明の第１実施例を添付図面を参照にして説明する。本発明に係る充填包装機の
概略構成とその動作については、図１から図４を参照して述べる。
同図において、充填包装機の全体概要の構成として、１はその充填包装機の機台であって
、その機台１の側方には保持枠２が設けられ、この保持枠２にフィルムＦを巻回したフィ
ルム巻反Ｒが着脱交換可能に設けられている。
【００１３】
また前記フィルム巻反Ｒから引き出し案内されたフィルムＦは、フィルム案内機構３を介
して所定のテンションが付与されて一旦上方へ引き出し案内され、機台１の上部側に配設
したフィルム折返し機構４の折返しガイド４ＡによりフィルムＦの長手方向に沿って二つ
折りに折り返されて下方へ引き出し案内されるように構成されている。
【００１４】
この実施例では、この下方へ引き出し搬送される二つ折りフィルムＦに縦シール機構５の
一対の縦ヒートシールロール５Ａにより、縦方向に各々折返し縁部と中間部と折返し端部
同志（左右両縁部と中間部）とが縦ヒートシールされて縦シール部Ｓ１が形成され、次い
で前記縦シール機構５の下方に配設された第一の横シール機構６と第二の横シール機構７
によって横ヒートシールされて横シール部Ｓ２が形成される。
【００１５】
この場合、前記第一の横シール機構６の一対の横ヒートシールロール６Ａにより横方向に
所定間隔を置いて横ヒートシールされて横シール部Ｓ２が形成され、この横シール部Ｓ２
箇所により先ず左右並設状態に二つの包装袋となる有底筒状の底部が形成され、これによ
り有底筒状に形成されたフィルムＦ内に充填機構８のそれぞれの充填ノズル部８Ａ，８Ｂ
から被包装物Ｗが充填され、続いてフィルムＦを送り出した後に前記第一の横シール機構
６の横ヒートシールロール６ＡによりフィルムＦの袋口部となる箇所を横ヒートシールし
、この横ヒートシールによる横シール部Ｓ２によって被包装物Ｗが封止され、この横シー
ル部Ｓ２箇所を第二の横シール機構７に設けた対をなす横シールロール７Ａによってさら
に加圧して封着してフィルムＦの四方をヒートシールし、次々と連包状態で包装袋Ｐを下
方へ連続搬送されるように構成している。
【００１６】
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を軟圧付勢して規整保持するフィルムガイド部材を設けてなること

フィルム折返し機構に設けられた折返しガイドの先端部を縦シール
機構の縦ヒートシールロールと接近状態に配設するとともに、折返しガイドと対向して配
置され、フィルム折り返し機構の折返しガイドに沿って二つ折りに折り返されたフィルム
折返し箇所のフィルム外面部分を軟圧付勢して規整保持するフィルムガイド部材を設けて
なることにより、折り返されて案内されるフィルムが折返しガイドに沿って縦シール機構
の縦ヒートシールロール位置へと案内され、横方向の位置ズレを起こすことなく引き出し
案内され、適正な位置関係においてフィルムの両縁部の縦シールを行うことができるとい
う効果がある。この場合、折返しガイドに対して二つ折りに折り返されたフィルム折返し
箇所を介してフィルムガイド部材を軟圧付勢してなることにより、フィルムの送りに対し
て横方向に作用する負荷をフィルムガイド部材によって吸収しつつフィルムを供給するこ
とができ、しかもフィルムに大きな力を加えることなく所定位置に保持することにより安
定したフィルムの送りを行うことが可能となる。



またこの実施例における包装機では、前記第二の横シール機構７の下方に開封用ノッチＮ
を形成するための切り込み刃を備えた開封用ノッチ形成機構９が配設され、さらにこの下
方に前記左右に並設状態の包装袋Ｐの中央の縦シール部Ｓ１部分に切り離し用のカッタ刃
を備えたスリッタ機構１０を配設し、さらにこの下方に上下の連包状態の包装袋Ｐの横シ
ール部Ｓ２のほぼ中央部を切り離して搬出するカッタ刃を備えた切断機構１１を配設して
いる。
【００１７】
また、前記開封用ノッチ形成機構９は、前記左右に並設状態の包装袋Ｐの両端側に位置し
てそれぞれ設けられ、それぞれの開封用ノッチ形成機構９には、両端側に設けられた各縦
シール部Ｓ１部分に開封用のノッチＮを入れるための切り込み刃（図示せず）が設けられ
、連続移送される前記包装袋Ｐの両端側の縦シール部Ｓ１の所定の箇所に、包装袋Ｐの縦
シール部Ｓ１の奥行き方向に向けて切り込みからなる開封用ノッチＮが形成される。
【００１８】
また、前記フィルム折返し機構４と前記縦シール機構５との間に位置し、その縦シール機
構５に隣接して前記二つ折りに折り返されたフィルムＦの折返し箇所の外面部分を規整保
持するフィルムガイド部材１２が設けられており、この実施例においては、前記フィルム
ガイド部材１２として、柔軟性を有する合成樹脂材料からなる平板状部材によって構成し
ている。
【００１９】
また、前記機台１の上部側に配設されたフィルム折返し機構４に設けられた折返しガイド
４Ａは、略Ｌ字状に折り曲げ形成され、その折返しガイド４Ａの先端部が前記縦シール機
構５の縦ヒートシールロール５Ａと接近して配置されるように設けられており、この折返
しガイド４Ａによって長手方向に沿って二つ折りに折り返されたフィルムＦが下方へ引き
出し案内するように構成されている。
【００２０】
なお、この実施例においては、前記折返しガイド４Ａに対して二つ折りに折り返されたフ
ィルムＦの折返し箇所を介して前記フィルムガイド部材１２の先端側を軟圧付勢してなる
ように配設している。
【００２１】
上記構成からなる本発明の充填包装機においては、フィルム巻反Ｒから引き出し案内され
たフィルムＦは、フィルム案内機構３を介して所定のテンションが付与されて一旦上方へ
引き出し案内され、次いで機台１の上部側に配設したフィルム折返し機構４の折返しガイ
ド４ＡによりフィルムＦの長手方向に沿って二つ折りに折り返されて下方へ引き出し案内
され、この下方へ引き出し搬送される二つ折りフィルムＦに縦シール機構５の一対の縦ヒ
ートシールロール５Ａにより、縦方向に各々折返し縁部と中間部と折返し端部同志とがそ
れぞれ縦ヒートシールされて縦シール部Ｓ１が形成される。
【００２２】
この際、フィルム折返し機構４と縦シール機構５との間に位置し、その縦シール機構５の
縦ヒートシールロール５Ａに隣接して二つ折りに折り返されたフィルムＦの折返し箇所の
外面部分を規整保持するフィルムガイド部材１２を設けてなることにより、折り返されて
案内された二つ折りフィルムＦの左右両縁部の位置のずれによる変動が抑制され、適正な
位置関係においてフィルムＦの両縁部の縦シールを行うことができるものであり、また、
前記フィルム折返し機構４に設けられた折返しガイド４Ａの先端部を前記縦シール機構５
の縦ヒートシールロール５Ａと接近状態に配設するとともに、前記折返しガイド４Ａと対
向して前記フィルムガイド部材１２を設けてなることにより、折り返されて案内されるフ
ィルムＦが折返しガイド４Ａに沿って縦シール機構５の縦ヒートシールロール５Ａ位置へ
と案内することができ、横方向の位置ズレを起こすことなく引き出し案内することによっ
て所定位置に縦シールＳ１を施すことができる。
【００２３】
加えて、この実施例では、前記折返しガイド４Ａに対して二つ折りに折り返されたフィル

10

20

30

40

50

(4) JP 3608608 B2 2005.1.12



ムＦの折返し箇所を介して前記フィルムガイド部材１２を軟圧付勢してなることにより、
フィルムＦの送りに対して横方向に作用する負荷をフィルムガイド部材１２によって吸収
しつつフィルムＦを供給することができ、しかもフィルムＦに大きな力を加えることなく
所定位置に保持することにより安定したフィルムＦの送りを行うことが可能となる。
【００２４】
この実施例における四方シールによる包装袋Ｐとしては、一枚のフィルムＦを半折り状態
に引き出し案内し、この半折りに折り返された折返し端部と折り返されたフィルムＦの中
央部および折返し端縁（左右両縁部と中間部）とが対をなす縦シール機構５の三つの縦ヒ
ートシールロール５Ａにより縦方向に縦ヒートシールして二列に筒状に製袋し、次いで前
記縦シール機構５の下方に配設された第一の横シール機構６と第二の横シール機構７によ
ってシールして横シール部Ｓ２を形成することによって、左右並設状態に四方シールされ
た二つの包装袋Ｐが製袋され、この左右に並設状態の包装袋Ｐの中央の縦シール部Ｓ１部
分に切り離し用のカッタ刃を備えたスリッタ機構１０の作動によってそれぞれの包装袋Ｆ
を分離するようにしている。
【００２５】
また、図５および図６はこの発明の第２実施例を示すもので、前述した第１実施例と同様
に、フィルム巻反Ｒから引き出し案内されたフィルムＦは、フィルム案内機構３を介して
一旦上方へ引き出し案内し、機台１の上部側に配設したフィルム折返し機構４の折返しガ
イド４ＡによりフィルムＦの長手方向に沿って二つ折りに折り返されて下方へ引き出し案
内されるように構成しており、この実施例では、二つ折りに折り返されたフィルムＦに縦
シール機構５の対をなす縦ヒートシールロール５Ａにより、縦方向に各々折返し縁部と折
返し端部同志（左右両縁部）との２箇所に縦ヒートシールして縦シール部Ｓ１を形成し、
次いで縦シール機構５の下方に配設された横シール機構６により横ヒートシールして横シ
ール部Ｓ２を形成することによって、包装袋Ｐを形成するように構成している。
【００２６】
また、この第２実施例では、フィルム折返し機構４と縦シール機構５との間に位置し、そ
の縦シール機構５の縦ヒートシールロール５Ａに隣接して二つ折りに折り返されたフィル
ムＦの折返し箇所の外面部分を規整保持するフィルムガイド部材１２として、機台１の適
所に取り付けアーム１２Ｂを固定し、バネ部材１２Ｃを介して可動アーム１２Ｄが前記折
返しガイド４Ａに向けて軟圧付勢するように設けられており、この可動アーム１２Ｄの先
端に回転可能にローラ１２Ｅが取り付け固定され、前記折返しガイド４Ａに対して二つ折
りに折り返されたフィルムＦの折返し箇所を介して前記フィルムガイド部材１２のローラ
１２Ｅを軟圧付勢してなるように構成している。
【００２７】
従って、前述した第１実施例とほとんど同様な効果が得られるとともに、この実施例では
、前記折返しガイド４Ａに対して二つ折りに折り返されたフィルムＦの折返し箇所を介し
て前記フィルムガイド部材１２を軟圧付勢する手段として先端にローラ１２Ｅを付けた可
動アーム１２Ｄをバネ部材１２Ｃを介してフィルムＦ側に押し圧するように構成している
ため、フィルムＦの送りに対して横方向に作用する負荷を前記バネ部材１２Ｃの押し圧支
持によってフィルムＦに大きな力を加えることなく所定位置に保持しながらフィルムＦの
浮き上がりを押さえることができ、しかもローラ１２ＥによってフィルムＦの送りに合わ
せてローラ１２Ｅが回転することによりフィルムＦの供給を良好に行うことが可能となる
。
【００２８】
なお、本発明は上述した実施例に限定されるものでなく本発明の要旨の範囲内において種
々の変形実施が可能であり、たとえば折返しガイド４Ａに対して二つ折りに折り返された
フィルムＦの折返し箇所を介して軟圧付勢するフィルムガイド部材１２として、実施例で
は柔軟性を有する合成樹脂製からなる平板状部材によって構成されていたり、あるいは他
の実施例としてローラ１２Ｅを取り付けた可動アーム１２Ｄをバネ部材１２Ｃを介して押
圧付勢するようにした構造のものを用いていたが、柔らかい板バネなどでもよいものであ

10

20

30

40

50

(5) JP 3608608 B2 2005.1.12



り、またフィルム折返し機構４の折返しガイド４Ａとして棒状の部材を折り曲げて形成し
ていたが、枠状や円弧状に折り返した薄板を用いてもよいものであり、前記フィルムガイ
ド部材１２やフィルム折返し機構４などの形状、寸法などは縦シール機構５との位置関係
などに合わせて設定すればよいものである。
【００２９】
【発明の効果】
以上詳述したように、請求項１の発明によれば、フィルム巻反から引き出し案内された連
続移送されるフィルムを、フィルムの長手方向に沿って二つ折りに折り返す包装機の機台
の上部側に設けたフィルム折返し機構と、このフィルム折返し機構の折返しガイドによっ
て折り返された二つ折りフィルムの少なくとも左右両縁部を縦シールする縦シール機構と
、この縦シール機構の下方に、縦シールによりフィルムを筒状に形成したフィルムに横シ
ールする横シール機構と、この横シール機構によって包装袋となる底部が形成された筒状
のフィルム内に被包装物を充填する充填機構と、

四方シールされた包装袋の横シール箇所を切断するカッター機構とを備え、

を特徴とする充填包装機におけるフィルム折返し案内装置であり、

【００３０】
【００３１】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例を示す充填包装機の全体概要正面図である。
【図２】図２は図１の充填包装機のフィルム折返し部分を主体に示した要部の正面図であ
る。
【図３】図３は本発明の第１実施例の充填包装機によって製袋される包装フィルムの包装
形態を示す説明図である。
【図４】図４は本発明の第１実施例の充填包装機によって製袋された包装袋の斜視図であ
る。
【図５】図５は本発明の第２実施例の充填包装機におけるフィルム折返し部分を主体に示
した要部の正面図である。
【図６】図６は本発明の第２実施例の充填包装機によって製袋される包装フィルムの包装
形態を示す説明図である。
【符号の説明】
Ｆ　　　フィルム
Ｎ　　　開封用ノッチ
Ｐ　　　包装袋
Ｒ　　　フィルム巻反
Ｓ　　　シール部
Ｓ１　　縦シール部
Ｓ２　　横シール部
Ｗ　　　被包装物
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前記縦シール機構と前記横シール機構と
によって 前記
フィルム折返し機構に設けられた折返しガイドの先端部を前記縦シール機構の縦ヒートシ
ールロールと接近状態に配設するとともに、前記折返しガイドと対向して配置され、前記
フィルム折り返し機構の折返しガイドに沿って二つ折りに折り返されたフィルム折返し箇
所のフィルム外面部分を軟圧付勢して規整保持するフィルムガイド部材を設けてなること

折り返されて案内され
るフィルムが折返しガイドに沿って縦シール機構の縦ヒートシールロール位置へと案内さ
れ、横方向の位置ズレを起こすことなく引き出し案内され、適正な位置関係においてフィ
ルムの両縁部の縦シールを行うことができるという効果がある。この場合、折返しガイド
に対して二つ折りに折り返されたフィルム折返し箇所を介してフィルムガイド部材を軟圧
付勢してなることにより、フィルムの送りに対して横方向に作用する負荷をフィルムガイ
ド部材によって吸収しつつフィルムを供給することができ、しかもフィルムに大きな力を
加えることなく所定位置に保持することにより安定した状態にてフィルムの送りを良好に
行うことができる。



１　　　機台
２　　　保持枠
３　　　フィルム案内機構
４　　　フィルム折返し機構
５　　　縦シール機構
５Ａ　　縦ヒートシールロール
６　　　第一の横シール機構
７　　　第二の横シール機構
９　　　開封用ノッチ形成機構
１０　　スリッタ機構
１１　　切断機構
１２　　フィルムガイド部材
１２Ｂ　取り付けアーム
１２Ｃ　バネ部材
１２Ｄ　可動アーム
１２Ｅ　ローラ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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