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(57)【要約】
【課題】粘着ラベルを有する消費者商品用容器において
先行技術のパックがもつ様々な欠点を解消する。
【解決手段】消費者商品用容器であって、外側ハウジン
グを含み、該外側ハウジングは、箱と、箱にヒンジ結合
された蓋とを含む。消費者商品の内側包装体は、消費者
商品を取出すことができるようにする取出し開口を有す
る。粘着ラベルが設けられ、取出し開口を覆い、内側包
装体の取出し開口の周縁を越えて延びる。粘着ラベルは
、内側包装体に、内側包装体の取出し開口の少なくとも
下部の周縁の周りに延びる粘着ラベルの内面の第１領域
上に設けられた再シール可能な粘着剤によって少なくと
も部分的に剥離可能に貼り付けられる。粘着ラベルの内
面の第２領域は、外側容器の蓋の前壁内面に永久的に貼
り付けられる。第１領域と第２領域との間に配置された
第３領域は、実質的に粘着剤を有さない。
【選択図】図２



(2) JP 2015-511912 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費者商品用容器であって、
　箱と、
　前記容器の後壁を横切って延びるヒンジ線に沿って前記箱にヒンジ結合された蓋と、
を含む外側ハウジング、
　前記外側ハウジング内の、消費者商品を取り出すことができるようにする取出し開口を
有する、消費者商品の内側包装体、及び
　前記内側包装体の前記取出し開口を覆い、該内側包装体の該取出し開口の周縁を越えて
延びた粘着ラベル、
を含み、
　前記粘着ラベルが、前記内側包装体に、該内側包装体の前記取出し開口の少なくとも下
部の周縁の周りに延びる該粘着ラベルの内面の第１領域上に設けられた再シール可能な粘
着剤によって少なくとも部分的に剥離可能に貼り付けられ、該粘着ラベルの内面の第２領
域は、前記外側容器の前記蓋の前壁の内面に永久的に貼り付けられ、
　前記第１領域と前記第２領域との間に配置された前記粘着ラベルの内面の第３領域は、
実質的に粘着剤を有さない、
ことを特徴とする消費者商品用容器。
【請求項２】
　前記粘着ラベルの前記内面の前記第３領域の高さが、少なくとも約１ｍｍであることを
特徴とする請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記粘着ラベルの前記内面の前記第３領域の幅が、前記内側包装体の前記取出し開口の
幅の少なくとも約９０％であることを特徴とする請求項１～請求項２のいずれかに記載の
容器。
【請求項４】
　前記粘着ラベルの前記内面の前記第３領域の幅が、前記内側包装体の前記取出し開口の
幅と実質的に等しいか又はそれより大きいことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれ
かに記載の容器。
【請求項５】
　前記粘着ラベルの前記内面の前記第３領域の高さが、前記粘着ラベルの前記内面の前記
第２領域の高さと実質的に等しいか又はそれより小さいことを特徴とする請求項１～請求
項４のいずれかに記載の容器。
【請求項６】
　消費者商品用容器であって、
　箱と、
　前記容器の後壁を横切って延びるヒンジ線に沿って前記箱にヒンジ結合された蓋と、
を含む外側ハウジング、
　前記外側ハウジング内の、消費者商品をそこから取り出すことができるようにする取出
し開口を有する、消費者商品の内側包装体、及び
　前記内側包装体の前記取出し開口を覆い、該内側包装体の該取出し開口の周縁を越えて
延びる粘着ラベル、
を含み、
　前記粘着ラベルが、前記内側包装体に、該内側包装体の前記取出し開口の少なくとも下
部の周縁の周りに延びる該粘着ラベルの内面の第１領域上に設けられた再シール可能な粘
着剤によって少なくとも部分的に剥離可能に貼り付けられ、該粘着ラベルの内面の第２領
域は、実質的に粘着剤を有さず、前記粘着ラベルの外面の第１領域は、前記外側容器の前
記蓋の前壁の内面に永久的に貼り付けられ、
　前記粘着ラベルの前記内面の前記第２領域と該粘着ラベルの前記外面の前記第１領域と
が、少なくとも部分的に互いに重なる、
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ことを特徴とする消費者商品用容器。
【請求項７】
　前記粘着ラベルの前記第２の領域の面積は、該粘着ラベルの前記外面の前記第１領域の
面積の１００％と約５０％との間であることを特徴とする請求項６に記載の容器。
【請求項８】
　前記内側包装体の前記取出し開口が、前記内側包装体内の１又はそれ以上の破断線によ
って定められることを特徴とする請求項１～請求項７のいずれかに記載の容器。
【請求項９】
　前記粘着ラベルが、前記１又はそれ以上の破断線で境界を定められた前記内側包装体の
部分に永久的に貼り付けられる該粘着ラベルの内面の更なる領域を含むことを特徴とする
請求項８に記載の容器。
【請求項１０】
　前記粘着ラベルの内面の第１領域が、実質的に前記内側包装体の前記取出し開口の周縁
全体の周りに延びることを特徴とする請求項１～請求項９のいずれかに記載の容器。
【請求項１１】
　前記粘着ラベルが、前記内側包装体に部分的に永久的に貼り付けられていることを特徴
とする請求項１～請求項１０のいずれかに記載の容器。
【請求項１２】
　前記粘着ラベルが、実質的に該粘着ラベルの周縁全体の周りに延びる接続部分によって
前記内側包装体に永久的に貼り付けられ、前記部分は、前記取出し部分の縁部に隣接する
該粘着ラベルの縁部に沿って該粘着ラベルに接続されることを特徴とする請求項１１に記
載の容器。
【請求項１３】
　更に、前記内側包装体内に内側フレームを含む請求項１～請求項１２のいずれかに記載
の容器。
【請求項１４】
　前記内側フレームが、前壁と一対の対向した側壁とを有するＵ形状の内側フレームであ
ることを特徴とする請求項１３に記載の容器。
【請求項１５】
　前記消費者商品が喫煙用品であることを特徴とする請求項１～請求項１４のいずれかに
記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粘着ラベルを有する消費者商品用容器に関する。本発明の容器は、特に、喫
煙用品のような細長い消費者商品品目の容器としての用途を有するものである。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻煙草及び葉巻などの喫煙用品は、一般的に、剛性のヒンジ蓋付き容器内に収められ
ており、この容器は、箱と、容器の後壁を横切る方向に延びるヒンジ線の回りで該箱に連
結された蓋とを含む。この種のヒンジ蓋付き容器は、一般的に、一枚の薄層状の厚紙素材
片から構成される。使用時には、該蓋がヒンジ線回りにピボット回転されて容器が開かれ
、箱に収納されている喫煙用品の束に触れることができるようになる。
【０００３】
　箱に収納されている喫煙用品の束は、通常は、金属被覆された紙材、金属箔、その他の
柔軟なシート材料からなる内側ライナー又は内側包装材により包装される。該内側ライナ
ー内の喫煙用品束に触れるためには、消費者は、先ずヒンジ蓋付の容器を開けて、予め連
続穴を設けた内側ライナーの上側部分を取り除かなければならない。
【０００４】
　消費者用商品、例えば喫煙用品の束を、再シールが可能で、実質的に気密性の包装材に
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より包むことも知られている。消費者商品を収めたこの包装材が、ヒンジ蓋付容器に挿入
される。
【０００５】
　例えば特許文献１は、取出し開口が形成されたバリアー材料の層からなるシールされた
包装体内に喫煙用品が収められたヒンジ蓋付の喫煙用品包装パックを開示する。取出し開
口は永久的な接着性をもつカバー層により覆われており、該カバー層は、最初に開いた後
にバリアー材料層に係合させて、包装体を再シールすることができる。シールされた包装
体には、喫煙用商品とバリアー材料の層との間にフレームが設けられ、このフレームにカ
バー層が押しつけられる。
【０００６】
　特許文献２は、カバーフラップにより閉じられる取出し開口をもつ内側包装体内に喫煙
用品が収められた喫煙用品のヒンジ蓋付きパックを開示しており、該カバーフラップは、
該カバーフラップの下側に塗布された不乾燥性粘着剤を用いて内側包装体に固定される。
一実施形態では、該カバー層の底タブの外面が、蓋の前壁内面に取外し不能に永久的に接
着され、蓋の開閉によりカバーフラップも同時に開閉される。この実施形態では、ヒンジ
蓋付きパックの蓋を開けた時に、カバーフラップがＳ形状の折畳み部を形成する。“Ｓ形
状”という用語は、１つの変曲点をもつ湾曲した形を有する形状を意味するものとして使
用される。
【０００７】
　カバーフラップがＳ形状であることにより、蓋の開閉中に特定の角度において、カバー
層の一部分が、カバー層の別の部分、又は蓋の前壁の下縁部に接触するという望ましくな
い事態が生じることがある。カバー層の両方の部分が不乾燥性の再貼付粘着剤を有してい
るので、両部分が互いに粘着して、蓋の閉じに影響を及ぼす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】欧州特許出願公開第９４４，５３９号明細書
【特許文献２】国際公開第２００８／１４２，５４０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　　本発明の目的は、先行技術のパックがもつ上記した欠点を解消することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第一の態様によれば、消費者商品用容器が提供される。該容器は、外側ハウジ
ングを含み、該外側ハウジングは、箱と、該容器の後壁を横切って延びるヒンジ線に沿っ
て該箱にヒンジ結合された蓋とを含む。消費者商品を取り出すことができるようにする取
出し開口を含む、消費者商品の内側包装体が、該外側ハウジング内に設けられる。内側包
装体の取出し開口を覆い、内側包装体の取出し開口の周縁を越えて延びる粘着ラベルが設
けられる。該粘着ラベルは、内側包装体に、該内側包装体の取出し開口の少なくとも下部
の周縁の周りに延びる該粘着ラベルの内面の第１領域上に設けられた再シール可能な粘着
剤によって少なくとも部分的に剥離可能に貼り付けられる。粘着ラベルの内面の第２領域
は、外側容器の蓋の前壁内面に永久的に貼り付けられる。第１領域と第２領域との間に配
置された粘着ラベルの内面の第３領域は、実質的に粘着剤を有さない。
【００１１】
　そうした粘着ラベルを設けることにより、容器をより容易に閉じることを可能にする再
シール可能な内側包装体を備えた容器を提供することができる。粘着ラベルが開閉中にそ
れ自体に、又は蓋の内面に付着しないので、容器をより容易に閉じることができる。更に
、設けられる粘着ラベルの再シール可能な粘着部分が内側包装体にのみ付着するため、複
数回にわたって有効にシールされることができるので、より確実にシールされる内側包装



(5) JP 2015-511912 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

体を提供することができる。
【００１２】
　粘着ラベルの内面の第３領域の高さは、少なくとも約１ｍｍであることが好ましい。第
３領域の高さは、少なくとも約２ｍｍであることが好ましく、少なくとも約３ｍｍである
ことがより好ましい。粘着ラベルの内面の第２領域の高さは、少なくとも約３ｍｍである
ことが好ましい。第２領域の高さは、少なくとも約４ｍｍであることが好ましく、少なく
とも約６ｍｍであることがより好ましい。
【００１３】
　粘着ラベルの内面の第３領域の幅は、内側包装体の取出し開口の幅の少なくとも約９０
％であることが好ましい。粘着ラベルの内面の第３領域の幅は、内側包装体の取出し開口
の幅と実質的に等しいか又はそれより大きいことがより好ましい。第３領域の幅は、粘着
ラベルの幅と実質的に等しいことがさらに好ましい。第３領域の幅を変更して、容器を開
けるのに必要な力を変化させることができる。第３領域が狭いほど、容器を開けるのに必
要な力は増大し、従って、粘着ラベルと内側包装体との間により良好なシールを設けるこ
とができる。しかし、第３領域の幅を狭めると、粘着ラベルが蓋の内面に接触して部分的
に付着することがあるので、容器を閉じるのに必要な力が増大することがある。
【００１４】
　粘着ラベルの内面の第３領域の高さは、粘着ラベルの内面の第２領域の高さと実質的に
等しいか又はそれより小さいことが好ましい。粘着ラベルの内面の第２領域は、蓋の内面
上に配置されるものとすることができ、蓋が開位置にあるときには、粘着剤を実質的に有
さない第３領域が、蓋の下縁部まで延びるか又は蓋の下縁部を越えるようになっている。
粘着ラベルの相対寸法及び位置を上述のように配置することにより、蓋の内面に付着しな
い粘着ラベルが提供され、従って、より容易に閉じられる容器が提供される。
【００１５】
　本発明の第二の態様によれば、消費者商品用容器が提供される。該容器は、箱と、該容
器の後壁を横切って延びるヒンジ線に沿って該箱にヒンジ結合された蓋とを含む外側ハウ
ジングを含む。消費者商品を取り出すことができるようにする取出し開口を含む、消費者
商品の内側包装体が、該外側ハウジング内に設けられる。内側包装体の取出し開口を覆い
、内側包装体の取出し開口の周縁を越えて延びる粘着ラベルが設けられる。該粘着ラベル
は、内側包装体に、該内側包装体の取出し開口の少なくとも下部周縁の周りに延びる該粘
着ラベルの内面の第１領域上に設けられた再シール可能な粘着剤によって少なくとも部分
的に剥離可能に貼り付けられ、粘着ラベルの内面の第２領域は、実質的に粘着剤を有さず
、粘着剤ラベルの外面の第１領域は、外側容器の蓋の前壁の内面に永久的に貼り付けられ
る。粘着ラベルの内面の第２領域と粘着ラベルの外面の第１領域とは、少なくとも部分的
に互いに重なっている。
【００１６】
　これは、外面の第１領域の裏側と、内面の第１領域上に設けられた再シール可能な粘着
剤との間の力を小さくする。そうした粘着ラベルを設けることにより、容器をより容易に
閉じることを可能にする再シール可能な内側包装体を備えた容器を提供することができる
。粘着ラベルが開閉中にそれ自体に、又は蓋の内面に付着しないので、容器をより容易に
閉じることができる。更に、設けられる粘着ラベルの再シール可能な粘着部分が内側包装
体にのみ付着するため、複数回にわたって有効にシールされることができるので、より確
実にシールされる内側包装体を提供することができる。
【００１７】
　本発明の第二の態様において、粘着ラベルの第２領域の面積は、粘着ラベルの外面の第
１領域の面積の１００％と約５０％との間にあることが好ましい。第２領域が第１領域よ
りも小さい場合、容器を開けたときに粘着ラベルが蓋から剥がれる傾向が小さくなるので
、有利である。内面の第２領域の高さは、少なくとも約１ｍｍとすることができ、少なく
とも約２ｍｍであることが好ましく、少なくとも約３ｍｍであることがより好ましい。粘
着ラベルの外面の第１領域の高さは、少なくとも約３ｍｍとすることができ、少なくとも
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約４ｍｍであることが好ましく、少なくとも約６ｍｍであることがより好ましい。
【００１８】
　本発明の第一及び第二の態様において、取出し開口の上で取出し部分をシールするため
に設けられた粘着ラベルは、再シール可能な粘着剤を含んでおり、該粘着ラベルを何回も
内側包装体の表面から剥がして、再取付けすることができる。この構成は、内側包装体を
繰り返し開閉して、消費者商品に個別に触れることを可能にする。粘着ラベル上の再シー
ル可能な粘着剤は、内側包装体内にある消費者商品の数と少なくとも同じ回数だけ再取付
けされるように、ラベルに十分な粘着性を与えるものであることが好ましい。これは、消
費者が、容器が空になるまで内側包装体を開けて再シールすることを可能にする。
【００１９】
　再シールに相応しい粘着剤は、当業者ではよく知られており、種々異なる粘着剤を、多
くの供給者から商業的に入手することができる。好ましい粘着剤の選択は、使用時に粘着
ラベルによりシールされるか又は再シールされる内側包装体を形成する材料に依存する。
【００２０】
　粘着ラベルは、粘着剤を有さない面を含むことが好ましく、この粘着剤を有さない面は
、内側包装体の取出し開口のサイズに対応する。蓋が閉位置にあり、粘着ラベルが内側包
装体に対してシールされているとき、この粘着剤を有さない面は、内側包装体における取
出し開口を覆う。これは、埃又は微小粒子、例えば煙草粉又はその他の包装体内の消費者
商品由来の残留物が粘着ラベルに付着することを防ぐことになる。この付着は、例えば、
粘着ラベルが内側包装体内の消費者商品と接触した場合に生じる可能性がある。
【００２１】
　本発明の第一及び第二の態様における、内側包装体における取出し開口のサイズに対応
する粘着剤を有さない領域を有する代替的な実施形態において、内側包装体の取出し開口
は、内側包装体における１又はそれ以上の破断線によって定められる。該１又はそれ以上
の破断線は、内側包装体の取出し部分を定める。内側包装体に取出し部分を定めることに
より、最初に容器を開く前においては、内側包装体は、より確実にシールされた状態にあ
るものとすることができる。これにより、容器内に収納された消費者商品の保存寿命を延
ばすことができる。粘着ラベルは、１以上の破断線によって境界を定められた内側包装体
の取出し部分に永久的に貼り付けられる、該粘着ラベルの内面の更なる領域を含むことが
より好ましい。最初に外側ハウジングの蓋を開いた時、内側包装体の取出し部分が該１又
はそれ以上の破断線に沿って内側包装体の残りの部分から部分的に切離され、その後の外
側ハウジング蓋の開閉の際には、内側包装体の取出し部分が、内側包装体の残りの部分に
取付けられたままの状態に留まるようにすることが好ましい。粘着ラベル内面の第１領域
に設けられた再シール可能な粘着剤が内側包装体の取出し部分の周縁のほぼ全体に延びる
ようにすることができる。
【００２２】
　本発明の第一及び第二の態様において、粘着ラベルは、少なくとも部分的に、内側包装
体に永久的に貼付けされることが好ましい。粘着ラベルは、該粘着ラベルの周縁のほぼ全
体の周りに延びた接続部分によって内側包装体に永久的に貼付けされることが、より好ま
しい。該接続部分は、取出し部分の縁部に隣接した粘着ラベルの縁部に沿って粘着ラベル
に接続される。接続縁部は、内側包装体の上部の後方に向かって配置されることが好まし
い。
【００２３】
　本発明の第一及び第二の態様においては、容器は更に、内側包装体内に内側フレームを
備えることが好ましい。該内側フレームは、前壁と一対の対向する側壁とを有するＵ形状
の内側フレームであることが、より好ましい。代替的に、内側フレームは、容器と内側包
装体との間に設けてもよい。大きな表面積を有する内側フレームは、容器の構造的強度を
高めるので有利である。この内側フレームによりもたらされる構造的強度の増加が、粘着
ラベルの確実な閉じを可能にする。これは、容器が満杯でない状態での、その後の閉じ操
作にとって特に利点がある。“Ｕ形状”という用語は、３部分を含み、第１部分と第３部
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分が互いに平行で、第２部分に直交する同じ方向に延びる形状を意味するものとして使用
される。
【００２４】
　内側フレームが容器と内側包装体との間に設けられている場合には、この内側フレーム
はカバー層を備えるように構成し、該カバー層の表面構造は、粘着ラベルが内側フレーム
の該カバー層に取り付けられた時に粘着ラベルからカバー層に粘着剤が殆ど移されること
がないように選定することができる。例えば、内側フレームは、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）が積層されたカバー層を有するものとすることができる。カバー層は、透
明であるか又は金属被覆されたものとすることができる。粘着ラベルから内側フレームに
粘着剤が移されるのを防止すると、埃又は微小粒子、例えば所謂“煙草粉”が内側フレー
ムに付着しなくなる、という利点をもたらす。
【００２５】
　内側包装体は、金属箔又は金属被覆紙から形成することが好ましい。内側包装体の材料
は、金属被覆したポリエチレンフィルムとライナー材料の積層体として形成することがで
きる。ライナー材料は、スーパー仕上げのグラシン紙とすることができる。更に、内側包
装体の材料は、印刷可能な上面被覆を備えていても良い。
【００２６】
　消費者商品は喫煙用品であることが好ましい。しかし、容器は、菓子類、乾燥食品など
種々の消費者商品にも適している。
【００２７】
　ここで使用される“前”、“後”、“上方”、“下方”、“上部”、“底部”、及び“
側部”という用語は、外側ハウジング蓋が閉位置にあり、容器後部にヒンジ線がある状態
で、容器を垂直に立てた場合における、本発明による容器の各部及び構成要素の相対的位
置を表すものである。本発明による容器を説明する場合には、説明される容器の方位に関
係なく、これらの用語が使われる。容器の後壁は、ヒンジ線を含む壁である。
【００２８】
　“ヒンジ線”という用語は、容器を開くために、蓋がその回りにピボット回転する線を
意味する。ヒンジ線は、例えば、容器の後壁を形成するパネルにおける折曲げ線か、切込
み線とすることができる。
【００２９】
　“縦方向”という用語は、底部から上部の方向、又はその逆を意味する。“横方向”と
いう用語は、縦方向と直交する方向を意味する。
【００３０】
　ここで、“高さ”という用語は、粘着ラベルが内側包装体に貼り付けられたたときの縦
方向で測定した粘着ラベルのそれぞれの部分の寸法を意味する。“幅”という用語は、粘
着ラベルが内側包装体に貼り付けられたときの横方向で測定した粘着ラベルのそれぞれの
部分の寸法を意味する。
【００３１】
　容器は、２つの広幅の壁が２つの狭幅の壁によって間隔を離して位置させられた長方形
平行六面体であることが好ましい。
【００３２】
　容器は、適していればどのような材料からも形成することができ、これらの材料には、
厚紙、板紙、プラスチック、金属、又はこれらの組合せが含まれるが、これらに限定され
るものではない。外側ハウジングは、１又はそれ以上の折曲げた薄板状厚紙素材からそれ
ぞれ形成することが好ましく、厚紙素材の重量は、約１００ｇ／ｍ２から３５０ｇ／ｍ２
の間であることが好ましい。
【００３３】
　上述したように、本発明による容器は、直角な縦方向縁部と、直角な横方向縁部を有す
る長方形の六面体形状とすることができる。代替的に、容器は、１又はそれ以上の丸みを
もった縦方向縁部、丸みをもった横方向縁部、斜形状の縦方向縁部、又は斜形状の横方向
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縁部、又はこれらの組合せを備えるものとしてもよい。本発明による容器は、限定する意
味ではないが、例えば、
　－前壁に一個又は二個の丸みを持った又は斜形状の縦方向縁部を備え、及び／又は、後
壁に一個又は二個の丸みをもった又は斜形状の縦方向縁部を備える。
　－前壁に一個又は二個の丸みをもった又は斜形状の横方向縁部を備え、及び／又は、後
壁に一個又は二個の丸みをもった又は斜形状の横方向縁部を備える。
　－前壁に一個の丸みをもった縦方向端と一個の斜形状の縦方向縁部を備え、及び／又は
、後壁に一個の丸みをもった横方向縁部と一個の斜形状の横方向縁部を備える。
　－前壁に一個又は二個の丸みをもった或いは斜形状の横方向縁部を備え、前壁に一個又
は二つの丸みをもった或いは斜形状の縦方向縁部を備える。
　－第１側壁に二個の丸みをもった或いは斜形状の縦方向縁部を備え、又は第２側壁に二
個の丸みをもった或いは斜形状の横方向縁部を備える。
ものとすることができる。
【００３４】
　容器が、１又はそれ以上の斜形状の縁部を備える場合には、この斜形状の縁部の幅は約
１ｍｍと約１０ｍｍとの間であることが好ましく、約２ｍｍと約６ｍｍとの間であること
がより好ましい。代替的に、容器は、容器端に２つの明瞭な斜形状部分が形成されるよう
に、互いに間隔をもって位置する３つの平行な折り目線又は切込み線によって形成される
二重斜形状部分を含むことができる。
【００３５】
　代替的に、容器は、非長方形、例えば、三角形又は六角形のような多角形、半楕円形又
は半円形の横断面を備えるものであってもよい。
【００３６】
　本発明の容器は、例えば紙巻煙草、葉巻、細巻き煙草のような細長い喫煙用品の容器と
して格別の用途を有する。本発明による容器は、その寸法を適切に選択することにより、
通常のサイズ、キングサイズ、スーパーキングサイズ、スリム又はスーパースリム煙草の
違った本数に対して設計できることが理解されるであろう。代替的に、他の消費者用商品
が容器に収納されるように変更することもできる。
【００３７】
　本発明による容器は、寸法の適切な選択により、異なる総数の喫煙用品、又は異なる配
列の喫煙用品を保持できるように設計することができる。例えば、本発明による容器は、
寸法の適切な選択により、総数が１０本から３０本の間の喫煙用品を保持するように設計
することができる。
【００３８】
　喫煙用品は、該喫煙用品の総数に応じて、異なる揃え方に配列することができる。例え
ば、喫煙用品は、６本、７本、８本、９本又は１０本からなる単一の列に配列することが
できる。代替的に、喫煙用品は、二列又はそれより多い列に配列してもよい。これらの二
列又はそれより多い列は、同じ数の喫煙用品を含むものとすることができる。例えば、喫
煙用品は、５本、６本、７本、８本、９本又は１０本からなる二列、５本又は７本からな
る三列、或いは４本、５本又は６本からなる四列に配置することができる。代替的に、二
列又はそれより多い列において、少なくとも二列が互いに違う数の喫煙用品を含むように
してもよい。例えば、喫煙用品は、５本の列と６本の列（５－６）、６本の列と７本の列
（６－７）、７本の列と８本の列（７－８）、中央が５本の列であり、その両側が６本の
列（６－５－６）、中央が５本の列で、両側が７本の列（７－５－７）、中央が６本の列
で両側が５本の列（５－６－５）、中央が６本の列で両側が７本の列（７－６－７）、中
央が７本の列で両側が６本の列（６－７－６）、中央が９本の列で両側が８本の列（８－
９－８）、又は中央が６本の列で、その一方側が５本、反対側が７本の列（５－６－７）
に配列することができる。
【００３９】
　本発明による容器は、同じ形式又は同じ銘柄の喫煙用品、又は異なる形式又は異なる銘
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柄の喫煙用品を保持することができる。更に、フィルターレスの喫煙用品と種々のフィル
ターチップ付き喫煙用品、並びに、異なる長さ（例えば約４０ｍｍと約１８０ｍｍの間）
、異なる直径の喫煙用品（例えば約４ｍｍと９ｍｍの間）を収納するようにしてもよい。
更に、喫煙用品は、味の強さ、吸引抵抗、微粒子物質放出総量の異なるものでもよい。容
器寸法は、喫煙用品の長さ及び喫煙用品の配列に適合するものとされることが好ましい。
典型的には、容器の外形寸法は、容器に収納される喫煙用品の束の寸法より約０．５ｍｍ
から約５ｍｍの間の寸法だけ大きいものとする。
【００４０】
　本発明による容器の長さ、幅及び奥行きは、蓋の閉位置において、結果としてできる容
器全体寸法が、典型的な紙巻煙草２０本入りヒンジ蓋付廃棄型パックの寸法と類似するよ
うにできる。
【００４１】
　本発明による容器は、高さを容器の底壁から上壁までとして測定した場合において、高
さが、約６０ｍｍから約１５０ｍｍまでの間であることが好ましく、約７０ｍｍから約１
２５ｍｍまでの間であることが更に好ましい。
【００４２】
　本発明による容器は、幅を容器の一方の側壁から他方の側壁までとして測定した場合に
おいて、幅が約１２ｍｍから約１５０ｍｍまでの間であることが好ましく、約７０ｍｍか
ら約１２５ｍｍの間であることが更に好ましい。
【００４３】
　本発明による容器は、奥行きを容器（箱と蓋の間のヒンジを含む）の前壁から後壁まで
として測定した場合において、奥行きが約６ｍｍから約１５０ｍｍまでの間であることが
好ましく、約１２ｍｍから約２５ｍｍまでの間であることが更に好ましい。
【００４４】
　容器の奥行きに対する容器の高さの割合は、約０．３：１から約１０：１までの間であ
ることが好ましく、より好ましくは、約２：１から約８：１までの間、最も好ましくは約
３：１から５：１までの間である。
【００４５】
　容器の奥行きに対する容器の幅の割合は、約０．３：１から約１０：１までの間が好ま
しく、約２：１から約８：１までの間がより好ましく、約２：１から３：１までの間が最
も好ましい。
【００４６】
　外側スリーブの箱の後壁高さに対する蓋の後壁高さの割合は、約０：１（蓋が容器の上
端に配置される）から約１：１までの間が好ましく、約１：５から約１：１０までの間が
より好ましく、約１：６から約１：８までの間が最も好ましい。
【００４７】
　外側スリーブの箱の前壁高さに対する蓋の前壁高さの割合は、約１：０（蓋が前壁全体
を覆う）から約１：１０までの間が好ましく、約１：１から約１：５までの間がより好ま
しく、約１：２から１：３までの間が最も好ましい。
【００４８】
　容器が喫煙用品を収納するものである場合には、容器は、更に廃棄物区画（例えば灰、
又は吸殻のためのもの）又は、例えばマッチ、ライター、消火手段、口臭清新剤又は電子
器具といった他の消費者商品を含むことができる。他の消費者商品は、容器の外側に取り
付けてもよく、喫煙用品と共に、容器の別の区画の中に収納してもよく、またこれらを組
み合わせてもよい。
【００４９】
　本発明による容器の外面には、製造業者又は銘柄ロゴ、商標、スローガンその他消費者
情報又は記号を、印刷、エンボス、デボスその他の方法で装飾表示することができる。
【００５０】
　本発明による容器は、喫煙用品が装填された状態で、例えば高密度または低密度のポリ
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エチレン、ポリプロピレン、配向性ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、セルロースフィル
ム、又は、それらの組み合わせからなる透明重合体フィルムにより、通常の手法で、収縮
包装その他により外包装することができる。本発明による容器が外包装される場合には、
外包装材は、１又はそれ以上の引裂きテープを含むことができる。更に外包装材には、画
像、消費者向け情報その他のデータを印刷することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
　本発明は、例示のみとして、以下の図面を参照してさらに説明される。
【図１】本発明による容器の斜視図を示す。
【図２】図１に示す容器を蓋の開位置で示す側面図である。
【図３】図１に示す容器を蓋の閉位置で示す側面図である。
【図４】本発明による容器において使用される粘着ラベルの内面を示す。
【図５】図４に示す粘着ラベルの外面を示す。
【図６】本発明による更に別の容器を蓋の開位置で示す側面図である。
【図７】更に別の容器を蓋の閉位置で示す側面図である。
【図８】更に別の容器において使用される粘着ラベルの内面を示す。
【図９】図８に示す粘着ラベルの外面を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　図１に示すヒンジ蓋付き容器１００は、長方形の平行六面体であり、下の箱１０２と、
容器１００の後壁に沿ってほぼ水平に延びるヒンジ線に沿って箱１０２にヒンジ結合され
た上の蓋１０４とを含む。図１は、ヒンジ蓋１０４を備えた容器を開位置で示す。紙巻煙
草の束（図示せず）が容器１００の箱１０２の中に収められる。該束は、より詳細に後述
するように内側包装体１０６内に包まれる。容器１００の箱１０２及び蓋１０４の全体と
してのサイズ及び構造は、標準的なヒンジ蓋付きの紙巻煙草パックと実質的に同じである
。
【００５３】
　箱１０２は、箱前壁、箱左側壁、箱右側壁、箱後壁、及び箱底壁を有する。箱１０２の
上側は開いており、紙巻煙草を取り出すことができるようにする上部開口が設けられる。
【００５４】
　直立した位置にある容器を開けたときに、箱１０２の中に収容された紙巻煙草を容器１
００の上端から取り出すことができる。
【００５５】
　蓋１０４は、蓋前壁、蓋左側壁、蓋右側壁、蓋後壁及び蓋上壁を有する。容器が閉じて
いるとき、蓋１０４の壁の自由縁部は、接合線に沿って箱１０２の壁の自由縁部と接する
。従って、この閉位置において、蓋１０４の壁は対応する箱１０２の壁の延長部を形成し
、容器１００の壁を定める。
【００５６】
　容器１００の内側包装体１０６内に、内側フレーム（図示せず）が取り付けられる。内
側フレームは、内側フレーム前壁、内側フレーム左側壁及び右側壁を含み、これらはそれ
ぞれ、内側包装体前壁、内側包装体左側壁及び内側包装体右側壁の内面に接続される。内
側フレーム前壁は、箱１０２からの紙巻煙草の取出しを容易にするために、上部の自由縁
部に長方形の切欠きを含む。この長方形の切欠きは、内側包装体の取出し開口の前壁部分
に実質的に対応する。内側フレームの壁は、箱１０２の上縁部を越えて延びる。
【００５７】
　最初に開く前は、容器１００は、透明フィルムで作られた外包装材（図示せず）で、通
常の手法で包まれている。
【００５８】
　内側包装体１０６は、紙巻煙草を取り出すことができるようにした切欠きを含む。紙巻
煙草の内側包装体が箱の中に所定位置にあるとき、該切欠きは、箱１０２の開いた上端に
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配置される。
【００５９】
　長方形の自己粘着ラベル１０８が内側包装体の外面に取り付けられ、該ラベル１０８は
、内側包装体１０６内に取出し開口を定める切欠きを覆うようになっている。ラベル１０
８の自由端１１０は、蓋１０４の内面の一部に永久的に貼り付けられている。ラベル１０
８は、該ラベル１０８の内面上に再シール可能な粘着領域１１２を含み、この領域が、内
側包装体の取出し開口の周縁のほぼ周りの部分に重なる。蓋が閉位置にあるとき、再シー
ル可能な粘着領域１１２は、粘着ラベル１０８と内側包装体１０６との間にシールを形成
する。
【００６０】
　更に、ラベル１０８は、永久的な粘着剤のストリップを用いて、内側包装体に、該内側
包装体の上部の後縁部でシールされる。これは、ヒンジ線をもたらし、該ヒンジ線の回り
で、内側包装体を開閉するために粘着ラベルがピボット回転することができる。
【００６１】
　内側包装体内の紙巻煙草に触れるために、ヒンジ蓋は、閉位置から図１に示す開位置ま
で移動される。蓋が閉位置から移動するにつれて、ラベル１０８は、該ラベル１０８の自
由端１１０が蓋に永久的に貼り付けられているので、内側包装体１０６から剥がされ、そ
れにより内側包装体の取出し開口の覆いが取り去られて、該取出し開口から１本又はそれ
以上の紙巻煙草を取り出すことができるようになる。
【００６２】
　　図２は、蓋１０４が開位置にある容器１００の側面図を示す。上述のように、ラベル
１０８は、接着剤２００を用いて、蓋１０４の内面に該蓋の下縁部に実質的に隣接して永
久的に貼り付けられている。永久接着部分２００に隣接して位置する部分２０２は、実質
的に粘着剤を有さない。粘着剤を有さない部分は、粘着ラベルが蓋の下縁部の領域で蓋の
内面に付着することを防ぐために設けられる。粘着ラベルが蓋に付着することを防ぐこと
により、より容易に容器を開閉することができる。
【００６３】
　図３は、蓋１０４が閉位置にある容器１００の側面図を示す。図から分かるように、蓋
の内面に永久的に貼り付けられた粘着ラベルの部分２００は、内側包装体からほぼ１８０
度反対側に折り曲げられている。粘着ラベル１０８は、内側包装体１０６に貼り付けられ
た状態で示されている。
【００６４】
　図４は、粘着ラベル１０８を示す。部分２００には永久的な接着剤が設けられており、
上述のように粘着ラベルの下縁部を蓋１０４の内面に永久的に貼り付けることができる。
部分２０２は、実質的に粘着剤を有さず、永久的な接着剤部分２００に隣接して位置する
。代替的に、部分２００は、確実に蓋の内面に付着しないようにするために粘着性中和さ
れるものとすることができる。上述の再シール可能な粘着剤部分１１２は、部分４００の
周縁を囲むように示されている。再シール可能な部分１１２は、取出し開口の周りで内側
包装体に再シール可能に付着して、シールされた内側包装体を与えるようになっている。
部分４００には、粘着ラベルを内側包装体の取出し部分に永久的に貼り付けるようにされ
た永久的な接着剤が設けられる。取出し部分は、容器を最初に開ける前は、連続穴、折り
目線又は切込み線などの破断線によって内側包装体に接続されている。具体的には、破断
線は、蓋を上にして容器を前から見たときに取出し開口の左側、右側及び下側に設けられ
る。粘着ラベルは取出し部分に永久的取り付けられており、容器を最初に開けると、取出
し部分は、破断線に沿って内側包装体から分離するが、内側包装体の後方上部の角部に形
成されたヒンジ線に沿って依然として内側包装体に取り付けられた状態にあるようになっ
ている。
【００６５】
　図５は、粘着ラベル１０８の外面を示す。図から分かるように、面５００は、接着剤を
有さない。
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【００６６】
　この実施形態において、粘着剤を有さない部分の高さは、永久的接着剤部分６１０の高
さより小さい。粘着剤を有さない部分の高さは約３ｍｍであり、永久的接着剤部分の高さ
は約４ｍｍである。粘着ラベルの粘着剤を有さない部分と永久的接着剤部分との相対的な
寸法は、蓋が開位置にあるときに再シール可能な粘着剤部分が蓋の内面に接触しないよう
にされる。更に、該相対的な寸法は、再シール可能な粘着剤部分が内側包装体の取出し部
分を囲む領域と共にシールを設けるような寸法とされる。
【００６７】
　図６に示される容器６００は、上述の図１から図３に示される容器１００と構造が類似
している。容器６００は、箱６０２と、容器６００の後壁に沿ってほぼ水平に延びるヒン
ジ線に沿って箱６０２にヒンジ結合された蓋６０４とを有する。しかし、内側包装体６０
６０には代替的な粘着ラベル６０８が設けられる。この代替法では、粘着ラベル６０８の
外面の部分６０１が蓋６０４の内面に永久的に貼り付けられる。粘着ラベル６０８の内面
の部分６１２は、実質的に粘着剤を有さない。上述の粘着ラベル１０８上に設けられた粘
着剤を有さない部分２０２と同様に、粘着剤を有さない部分６０２は、蓋が開位置にある
ときに粘着ラベルそれ自体に付着しないように設けられる。従って、より容易に容器を開
閉することができる。
【００６８】
　図７は、蓋６０４が閉位置にある容器６００の側面図を示す。この代替的な実施形態で
は、図から分かるように、蓋の内面に永久的に貼り付けられた粘着ラベルの部分６１０は
、内側包装体に対して折り曲げられない。粘着ラベル１０８は、内側包装体６０６に貼り
付けられた状態で示されている。
【００６９】
　上述の容器１００と同様に、内側フレーム（図示せず）が容器６００の内側包装体６０
６内に取り付けられる。内側フレームは、内側フレーム前壁、内側フレーム左側壁及び右
側壁を含み、これらはそれぞれ、内側包装体前壁、内側包装体左側壁及び内側包装体右側
壁の内面に接続される。内側フレーム前壁は、箱６０２からの紙巻煙草の取出しを容易に
するために、上部の自由縁部に長方形の切欠きを含む。この長方形の切欠きは、内側包装
体の取出し開口の前壁部分に実質的に対応する。内側フレームの壁は、箱６０２の上縁部
を越えて延びる。
【００７０】
　最初に開く前は、容器６００は、透明フィルムで作られた外包装材（図示せず）で、通
常の手法で包まれている。
【００７１】
　内側包装体６０６は、紙巻煙草を取り出すことができるようにした切欠きを含む。紙巻
煙草の内側包装体が箱の中に所定位置にあるとき、該切欠きは、箱６０２の開いた上端に
配置される。
【００７２】
　図８は、粘着ラベル６０８を示す。部分６１２は、実質的に粘着剤を有さず、粘着ラベ
ル６０８の下縁部に隣接して位置する。代替的に、部分６１２は、蓋が開位置にあるとき
にそれ自体に付着しないことを確実にするために粘着性中和されるものとすることができ
る。再シール可能な粘着剤部分８００は、部分８０２の周縁を囲むように示されている。
再シール可能な部分８００は、粘着ラベルを取出し開口の周りで内側包装体６０６に再シ
ール可能に付着させて、シールされた内側包装体を与えるようになっている。部分８０２
には、粘着ラベルを内側包装体の取出し部分に永久的に貼り付けるようにされた永久的な
接着剤が設けられる。取出し部分は、容器を最初に開ける前は、連続穴などの破断線によ
って内側包装体に接続されている。具体的には、破断線は、蓋を上にして容器を前から見
たときに取出し開口の左側、右側及び下側に設けられる。粘着ラベルは、取出し部分に永
久的取り付けられており、容器を最初に開けたると、取出し部分は、破断線に沿って内側
包装体から分離するが、内側包装体の後方上部の角部に形成されたヒンジ線に沿って依然
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【００７３】
　図９は、粘着ラベル６０８の外面を示す。図から分かるように、粘着ラベルの外面の下
縁部に永久的接着剤部分６１０が設けられている。粘着ラベルの外面の残りの部分９００
は、接着剤を有さない。
【００７４】
　この代替的な実施形態において、粘着剤を有さない部分の高さは、永久的接着剤部分６
１０の高さより小さい。粘着剤を有さない部分の高さは約３ｍｍであり、永久的接着剤部
分の高さは約６ｍｍである。粘着剤を有さない部分と永久的接着剤部分との相対的な寸法
は、粘着ラベル材料の弾性が、蓋が開位置にあるときに再シール可能な粘着剤部分がそれ
自体に接触するのを防ぐような寸法とされる。
【００７５】
　容器１００及び６００は、粘着ラベル１０８、６０８を内側包装体１０６、６０６の取
出し開口の上に取り付けるステップを含むように改変された従来の装置及び方法を用いて
充填され及び組み立てられるものとすることができる。
【符号の説明】
【００７６】
１００、６００　容器
１０２、６０２　箱
１０４、６０４　蓋
１０６、６０６　内側包装体
１０８、６０８　粘着ラベル
１１０　粘着ラベルの自由端
１１２、８００　再シール可能な粘着剤部分
２００、６１０　永久的な接着剤部分
２０２、３１２　実質的に粘着剤を有さない部分
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【国際調査報告】
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