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(57)【要約】
　本発明は既存の袋構造体に取り外し可能な閉じ部を形
成すべく袋に適用可能な袋再密封システムである。シス
テムは片側に設けられる接着剤を有する好適な材料から
成る支持ストリップを備え、これによりシステムは袋の
外装及び支持ストリップに形成される開口に取り付けら
れる。システムは接着剤とは反対側にて支持ストリップ
に設けられ、開口の周囲を完全にして、且つ気密的に設
けられる閉鎖機構を更に備える。閉鎖機構は接着剤とは
反対側に設けられる取り外し可能にして、且つ係合可能
な一対の部材を含む。閉鎖機構を支持ストリップに取り
付けることにより閉鎖機構と支持ストリップとの間に空
隙が設けられ、これにより開口と並ぶ開口部を開き、画
定する。これらにより機構は選択的に開閉され支持スト
リップの開口を暴露する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部に多数の物品を包含する袋の外装に固定されるべく調整される袋再密封システムであ
って、
　ａ）袋の外装に対して配置されるべく調整される支持ストリップと、同支持ストリップ
は支持ストリップの片側に沿って設けられる接着剤を含み、少なくとも１つの開口を内部
に画定することと、
　ｂ）接着剤とは反対側にて支持ストリップに設けられる閉鎖機構とを備え、同閉鎖機構
は閉鎖機構を選択的に開閉するために取り外し可能にして、且つ係合可能な一対の対向部
を備えることと、閉鎖機構を支持ストリップに配置することにより、同閉鎖機構と支持ス
トリップとの間に空隙が設けられ、これにより同機構は開いて該少なくとも１つの開口と
並ぶ開口部を画定することとを特徴とする袋再密封システム。
【請求項２】
閉鎖機構は上部に設けられた摺動シャトルを備えることを特徴とする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
前記摺動シャトルは、シャトル上に設けられシステムが取り付けられる袋の長尺状をなす
開口部を形成するように調整される切削刃を備えることを特徴とする請求項２に記載のシ
ステム。
【請求項４】
前記摺動シャトルは、シャトル上に設けられシステムが取り付けられる袋の最初の開口部
を形成するように調整される穿刺機構を備えることを特徴とする請求項３に記載のシステ
ム。
【請求項５】
前記閉鎖機構は支持ストリップの少なくとも１つの開口の周囲全体にわたって気密的に固
定されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
前記対向部はそれぞれ支持ストリップに固定して取り付けられることを特徴とする請求項
５に記載のシステム。
【請求項７】
前記対向部は少なくとも１つの開口の対向する面の支持ストリップに固定して取り付けら
れることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
前記少なくとも１つの開口はおおよそ０．１２５インチ（約０．３１７５ｃｍ）の幅を有
することを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記支持ストリップ及び閉鎖機構の間に設けられる案内ストリップを更に備え、同案内ス
トリップはそこに多数の並べられた穿刺孔を含むことを特徴とする請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１０】
前記閉鎖機構は支持ストリップの少なくとも１つの開口及び案内ストリップの周囲全体に
わたって支持ストリップに気密的に固定されることを特徴とする請求項９に記載のシステ
ム。
【請求項１１】
前記案内ストリップは閉鎖機構及び支持ストリップの間に熱的に結合されることを特徴と
する請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
前記案内ストリップは穿刺孔と並んで上に印刷される多数の案内線を備えることを特徴と
する請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
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前記支持ストリップに形成される開口に沿って袋を切断するように調整される切断具を更
に備えることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
可撓性を備えた袋に使用するための袋再密封システム用のキットであって、
　ａ）少なくとも１つの開口を画定する支持ストリップと同支持ストリップに該少なくと
も１つの開口の周囲全体にわたって気密的に固定される閉鎖機構とにより形成される多数
の再密封閉じ具と、該閉鎖機構を支持ストリップに配置することにより同閉鎖機構と支持
ストリップとの間に空隙が設けられ、これにより同機構は開いて該少なくとも１つの開口
と並ぶ開口部を画定することと、
　ｂ）該支持ストリップの少なくとも１つの開口を通じて袋を切断するように調整される
少なくとも１つの切断具とを備えることを特徴とする袋再密封システム用のキット。
【請求項１５】
可撓性を備えた容器の外装にアクセス用開口部を形成する方法であって、
　ａ）片側に沿って設けられる接着剤を含み少なくとも１つの開口を画定する支持ストリ
ップと、接着剤とは反対側にて支持ストリップに設けられ該少なくとも１つの開口の周囲
全体にわたって気密的に設けられ、相互に取り外し可能にして、且つ係合可能な一対の対
向部を含む閉鎖機構とを備える袋再密封システムを提供する工程において、該閉鎖機構を
支持ストリップに配置することにより同閉鎖機構と支持ストリップとの間に空隙が設けら
れ、これにより対向部が選択的に開閉され対向部の間に該少なくとも１つの開口と並ぶ開
口部を画定する提供工程と、
　ｂ）該支持ストリップを容器の外装に固定する工程と、
　ｃ）該システムによって覆われる容器の外装を暴露すべく閉鎖機構を開く工程と、
　ｄ）該システム内にて容器の外装にアクセス用開口部を形成する工程とを含むことを特
徴とするアクセス用開口部の形成方法。
【請求項１６】
前記アクセス用開口部を形成する工程は、
　ａ）切断具を閉鎖機構内に配置する工程と、
　ｂ）切断具を容器の外装に係合させる工程と、
　ｃ）切断具を容器の外装にそって移動させる工程とを含むことを特徴とする請求項１５
に記載の方法。
【請求項１７】
前記少なくとも１つの開口に沿って切断具を移動させると同時に容器の外装に沿って切断
具を移動させる工程を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記システムは支持ストリップと閉鎖機構の間に位置される案内ストリップを更に備え、
同案内ストリップは支持ストリップの少なくとも１つの開口と並べられる穿刺孔の線を有
することと、該切断具を少なくとも１つの開口に挿入するに先立って切断具を穿刺孔の線
を通過して押圧する工程を更に含むこととを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
穿刺孔の線に沿って切断具を移動させると同時に容器の外装に沿って切断具を移動させる
工程を更に含むことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
前記閉鎖機構は内部に切断具を備えることと、前記閉鎖機構を開く工程はアクセス用開口
部を形成する工程と同時に生じることとを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
前記アクセス用開口部を形成する工程の後に閉鎖機構を閉じる工程を更に含むことを特徴
とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
内部に多数の物品を包含する袋の外装に固定されるべく調整される袋再密封システムであ
って、
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　ａ）袋の外装に対して配置されるべく調整される支持ストリップと、同支持ストリップ
は支持ストリップの片側に沿って設けられる接着剤を含み、少なくとも１つの切断領域を
内部に画定することと、
　ｂ）接着剤とは反対側にて支持ストリップに設けられる閉鎖機構とを備え、同閉鎖機構
は選択的に開閉することと、閉鎖機構を支持ストリップに配置することにより、同閉鎖機
構と支持ストリップとの間に空隙が設けられ、これにより同機構は開いて該少なくとも１
つの切断領域と並ぶ開口部を画定することとを特徴とする袋再密封システム。
【請求項２３】
前記少なくとも１つの切断領域は少なくとも１つの開口を備えることを特徴とする請求項
２２に記載のシステム。
【請求項２４】
前記少なくとも１つの切断領域は少なくとも１つの案内線を備えることを特徴とする請求
項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
前記閉鎖機構は少なくとも１つの切断領域の周囲全体にわたって気密的に固定されること
を特徴とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２６】
前記閉鎖機構は同閉鎖機構を選択的に開閉すべく相互に取り外し可能にして、且つ係合可
能な一対に対向部を備えることを特徴とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２７】
内部に多数の物品を包含する袋の外装に固定されるべく調整される袋再密封システムであ
って、
　ａ）袋の外装に対して配置されるべく調整される支持ストリップと、同支持ストリップ
は支持ストリップの片側に沿って設けられる接着剤を含み、少なくとも１つの切断領域を
内部に画定することと、
　ｂ）接着剤とは反対側にて支持ストリップに設けられる閉鎖機構とを備え、同閉鎖機構
は閉鎖機構を選択的に開閉するために取り外し可能にして、且つ係合可能な一対の対向部
を備えることと、閉鎖機構を支持ストリップに配置することにより、同閉鎖機構と支持ス
トリップの間に空隙が設けられ、これにより同機構は開いて該少なくとも１つの切断領域
と並ぶ開口部を画定することとを特徴とする袋再密封システム。
【請求項２８】
可撓性を備えた容器の外装にアクセス用開口部を形成する方法であって、
　ａ）片側に沿って設けられる接着剤を含み少なくとも１つの切断領域を画定する支持ス
トリップと、支持ストリップにて接着剤とは反対側に該少なくとも１つの切断領域の周囲
全体にわたって気密的に設けられる閉鎖機構とを備える袋再密封システムを提供する工程
において、該閉鎖機構を支持ストリップに配置することにより同閉鎖機構と支持ストリッ
プとの間に空隙が設けられ、これにより閉鎖機構が選択的に開閉されその間に該少なくと
も１つの切断領域と並ぶ開口部を画定する提供工程と、
　ｂ）該支持ストリップを容器の外装に固定する工程と、
　ｃ）該システムによって覆われる容器の外装を暴露すべく閉鎖機構を開く工程と、
　ｄ）該システム内にて容器の外装にアクセス用開口部を形成する工程とを含むことを特
徴とするアクセス用開口部の形成方法。
【請求項２９】
前記アクセス用開口部を形成する工程は、
　ａ）切断具を閉鎖機構内に配置する工程と、
　ｂ）該切断具を少なくとも１つの切断領域を通じて容器の外装と係合させる工程とを含
むことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は袋に関する。より詳細には本発明は既存のプラスチックや金属箔の袋上に配置
され、袋を必要に応じて開いたり再密封したりできる閉じ具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラスチック製の袋、及び金属箔の袋は搬送、及び再販のために内部に食品を含む様々
な物品を保持するために長く使用されてきた。このタイプの多数の袋は袋の内容物が損傷
したり流出したりすることを防止して袋を開いたり再密封したりできる袋上に設けられる
機構を含む。これらの閉じ具の大部分は一対の対向する係合可能な部分を含む。係合可能
な部分は選択的に、相互の係合を外させ袋の内部の内容物へのアクセスを可能とし、続い
て相互に再係合させ袋を閉じさせることができる。
【０００３】
　このタイプの閉じ具に対する改良は手作業により対向する部分を分離させることを要す
ることなく閉じ具の対向する部分を機械的に係合させたり外したりすべく操作可能な摺動
するオープナーやジッパーによりなされてきた。ジッパー具により所望に応じて袋を容易
に開閉することができ、更に袋を閉じるために閉じ具の対向する部分を相互に堅固に係合
させる、より信頼性を備えた機構を提供する。しかしながらプラスチック製の袋やその他
の類似のタイプの袋にこれらの閉鎖機構を使用するためには、これまでは閉鎖機構をプラ
スチック製の袋の元の構造体内に包含させる必要があった。
【０００４】
　既存の袋に使用するために開発された装置の例が発明者がＡｕｓｎｉｔである特許文献
１に開示されている。特許文献１には表面に結合する接着面を有する一対の対向するスト
リップ部材を含むジッパーストリップから成るジッパー閉じ具が開示されている。これら
の接着面はそれぞれ片面に接着剤が塗布された接着フランジに連結される。接着フランジ
は間に開口部を画定し、開口部は接着面の係合を外すことにより選択的にアクセス可能で
ある。接着剤により接着フランジ、ひいてはジッパーストリップは袋内に形成された開口
部の周囲にて袋の外側に固定可能である。接着フランジは開口部の反対側に固定される。
開口部は袋に予め形成された開口部と並べて設けられる接着フランジの間に画定される。
【０００５】
　これらにより接着面は袋内に形成された開口部を選択的に暴露し、覆うことに使用可能
である。ジッパーストリップは各ストリップ部材の接着面により長手方向にのみ相互に連
結されるが、実施例においてはジッパーを横断して直接形成され、ストリップ部材と接着
面をジッパーストリップの各側にて融合させるシールにより部分的に幅方向に沿って連結
される。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１は袋に予め形成された開口部に対してジッパーストリップを
取り付けることのみを開示している。従って、個別の接着フランジはジッパーストリップ
が正確に機能するように袋の開口部の両側に好適に並べる必要がある。これらは通常実施
が困難である。その理由として袋を形成する材料が可撓性を備えることと、ジッパースト
リップの取り付けフランジを開口部のそれぞれの側に沿って正しく配置するために開口部
の両側を相互に並べることが困難であることとが挙げられる。
【０００７】
　更に、特許文献１に開示されるジッパーストリップは袋に開口部を形成するに先立って
袋に配置することができない。この理由としてジッパーストリップが袋に固定される場合
にストリップ部材の対向する取り付け面が最初に相互に連結されることが挙げられる。取
り付け面の相互の係合の結果として袋に固定される場合に取り付けフランジの隣接する構
造により、取り付け面が分離されて取り付け面の間にて袋にアクセスするために充分な空
隙を形成し、袋の取り付け面の間に開口部を形成することが防止される。更に、開口部を
形成すべく充分な空隙を形成するように取り付け面が強制的に離間された場合に、取り付
けフランジの直接隣接する袋の部分に対する係合により、ジッパーストリップと並んでい
ない線に沿って袋は破損する。従って、ジッパーストリップは袋を再び閉じることのでき
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る開口部を提供する機能を失う。
【特許文献１】米国特許第４６９１３７３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、既存の袋に使用可能であり、再密封閉じ具を使用して袋を開閉可能な袋再密封
システムを開発することが要求される。更に、システムは未開封の袋に配置可能な器具で
あって、器具によって画定される開口に並ぶ開口部を袋に容易に形成可能とする器具を備
える必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様において再密封可能な閉じ具を備える袋再密封システムが提供され
る。再密封可能な閉じ具は好適な材料、特に熱可塑性材料から成る多数の部分から形成さ
れる。これらは係合が取り外し可能な部材を備える再密封機構を含む。部材は相互に固定
し、間に選択的に開口部を形成すべく機能する。機構は再密封機構を支持する個別の底部
支持ストリップ又は下部支持ストリップに更に取り付けられ、係合を取り外し可能な部材
の反対側にて支持ストリップに塗布される一定量の接着剤を含む。これにより機構及び支
持ストリップから成る閉じ具はプラスチックの袋等の袋の外装に接着可能である。
【００１０】
　接着剤は剥離ライナーによって覆われ、閉じ具を袋に取り付けることが要求されるとき
まで袋等の基材に接着剤が不用意に接着されることを回避する。再密封閉じ具が支持スト
リップの接着剤を使用して接着されると、袋と機構の間にて支持ストリップを備えること
により設けられる空隙により、機構の係合を取り外し可能な部材は袋に損傷を付与するこ
となく分離され、支持ストリップに形成され、係合を取り外し可能な部材の間に画定され
る開口と並ぶ長尺状をなす案内開口部を暴露する。
【００１１】
　機構が開かれた後に、袋は線に沿って、或いは支持ストリップの案内開口部と並ぶ位置
に穿刺孔を設けられる。これにより再密封機構により画定される開口は支持ストリップの
案内開口部に沿って袋に形成される開口部を直接覆って配置される。この開口部は閉じ具
と並ぶ案内開口部に沿って袋に穿刺孔を設け、スリットを形成すべく機能する再密封可能
な閉じ具に設けられるシャトルや摺動部への取付により形成可能である。
【００１２】
　上述したように再密封機構を含む再密封可能な閉鎖機構及び機構に固定され案内開口部
を含む支持ストリップは、元の構成において再密封可能な閉じ部を形成されなかった袋に
再密封可能な閉じ部を形成するために使用可能である。従って、再密封システムは容易に
形成され、多数の様々な未開封の袋構造体に再密封可能な閉鎖機構を組み込むために使用
可能である。
【００１３】
　本発明の別例において、袋再密封システムの閉じ具は再密封機構と、１つ以上のスリッ
トが設けられた支持ストリップとの間に配置され固定される個別の案内ストリップを備え
る。列をなす穿刺孔として形成可能な案内スリットは各要素が袋を切断して開口部を設け
るための案内部材として機能する。閉じ具が支持ストリップの案内開口部に並んで切断し
て設けられた開口部を覆って設けられる。
【００１４】
　本発明の更なる別の態様において、支持ストリップに形成される案内開口部及び案内ス
トリップに形成される案内スリットは閉鎖機構の長さ全体より短く形成される。この構成
により再密封機構は確実に案内ストリップに取り付けられる。支持ストリップは再密封機
構を支持ストリップに案内開口部の周囲を完全にして、且つ有効に密封し、案内開口部と
、袋に設けられ案内開口部と並んで形成された開口部との周囲を気密的に密封する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１５】
　本発明の他の態様、特徴、及び効果については、図面を鑑み、以下の説明を読むことに
より明らかになるであろう。
　各図面は、本発明の実施にあたり現時点で最良であると思われる態様を示している。
【００１６】
　図面において、類似の参照符号は類似の部分を示す。図１において多数の物品を内部に
保持すべく使用される袋は参照符号１０にて示される。袋１０はプラスチック、紙や、金
属箔材料等の好適にして、且つ容易に剪断可能な材料から形成され、袋１０内に物品を保
持すべく使用されるいかなる設計の構造体であってもよい。図１に示す実施例において、
袋１０は対向する端部１２にて密封され、袋１０の内側を包囲し、多数の物品を内部に保
持する。密封された端部１２の間において、袋１０の構造体は通常連続した外装１１を有
し、袋１０内にて物品を堅固に保持する。
【００１７】
　袋１０を袋１０内の物品へアクセスすべく選択的に開閉するために、本発明により構成
される袋再密封システム１４は袋１０に対して密封された端部１２の間のいかなる部分に
も固定可能である。システム１４は下部支持ストリップ１６を有する再密封可能な閉じ具
１５を備える。下部支持ストリップ１６は熱可塑性を備えた材料や、好適にはリリースラ
イナーの形成に使用されるような紙材料等の好適な材料から形成される。
【００１８】
　支持ストリップ１６は支持ストリップ１６の片面に沿って位置される接着剤１８の層を
備える。接着剤１８は好適なタイプの接着剤であり、好適には袋１０と接触すべく位置さ
れた場合に袋１０の外装に対して下部支持ストリップ１６を恒久的に固定する感圧式接着
剤である。接着剤１８は接着剤１８を暴露すべく接着剤18を剥離可能なライナー２０によ
って覆われており、接着剤１８を使用して下部支持ストリップ１６を袋１０に接着可能で
ある。
【００１９】
　接着剤１８及びライナー２０の反対側にて下部支持ストリップ１６は従来技術による再
密封機構２２に固定され、再密封機構２２を支持する。周知のように、再密封機構２２は
好適に構成される一対の対向部２４，２６を備える。対向部２４，２６は支持ストリップ
１６に一端が固定され、他方の反対側の端部に相互に取り外し可能にして、且つ係合可能
な係合部材（図示しない）を備える。支持ストリップ１６が熱可塑性材料から形成される
実施例において、支持ストリップ１６の端部は特にそれぞれの部分を形成する材料が同様
の場合に支持ストリップ１６を部分２４，２６に熱融着させる等の好適な方法により部分
２４，２６に固定可能である。支持ストリップ１６を部分２４，２６に熱融着させること
に加えて、支持ストリップ１６は各端部にて部分２４，２６と一体的に形成すべく、部分
２４，２６を形成する材料の一体的な延長部として形成されてもよい。いずれの実施例に
おいても、部分２４，２６に固定される支持ストリップの各端部の大きさは、好適には後
述する目的のために、部分２４，２６の上端部と支持ストリップ１６との距離をできるだ
け大きく延伸できるように、できるだけ小さく形成される。
【００２０】
　支持ストリップ１６の反対側にて、各部分２４，２６の係合部材は周知の容易に保持可
能にして、且つ分離可能な構造体により形成可能である。従ってこれらは機構２２を開閉
すべく相互に容易に係合を外したり、再係合させたりできる。係合部材は通常各部分２４
，２６の直交部２４ａ，２６ｂにもそれぞれ設けられる。従って図２及び図５，６に示す
ように係合部材はストリップ１６から外方に向かって、且つストリップ１６に対して通常
直交して配置される。好適な実施例において対向部２４，２６の係合部材は、各部分２４
ａ，２６ａの上端部に隣接する支持ストリップ１６から離間するように配置される。これ
らにより直交部２４ａ，２６ａの長手方向部分の他、部分２４，２６の支持ストリップ１
６に対して取り付けられていないその他の部分は上述したように再密封機構２２内に充分
な間隙を設けることができ、これにより再密封機構は支持ストリップ１６及び袋１０から
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離間するように張引されてもよい。従って係合部材は閉じ具１５の袋１０への取り付け後
に支持ストリップ１６及び袋１０のうち少なくともいずれか一方を張引或いは損傷するこ
となく開くことができる。係合が取り外された部分において、対向部２４，２６は対向部
２４，２６の間に機構２２へのアクセスを可能とする開口部２７を画定する。
【００２１】
　好適な実施例において下部支持ストリップ１６は機構２２を形成する対向部２４，２６
とは別の１片の材料から形成され、開口部２７と通常並ぶ開口２８を備える。この構造体
において再密封機構２２の一対の対向部２４，２６は再密封機構２２を選択的に開閉すべ
く相互に係合されたり、係合を外されたりできる。これにより開口部２７を形成し、再密
封機構２２の直近に隣接する支持ストリップ１６に形成される開口２８を暴露する。好適
には開口２８はストリップ１６の長手方向の大部分を横断して延びる。しかしながら開口
２８はストリップ１６を完全に横断して延びるものではない。従って開口２８は再密封機
構２２の対向部２４，２６のストリップ１６に対する係合と再密封機構２２の部分２４，
２６の相互の係合により完全に、包囲及び密封可能である。これらにより閉じ具１５は袋
１０内の物品の鮮度をより長い期間保持すべく袋１０に形成される開口２８及び関連する
開口部（図示しない）の周囲にて気密シールを形成するように機能する。
【００２２】
　再密封システム１４を使用するために、１つの閉じ具１５が調達される。最初に暴露さ
れた接着剤１８を使用してストリップ１６を袋１０の外装に固定するためにライナー２０
が取り除かれる。再密封機構２２の対向部２４，２６の係合部材は、袋１０及び対向部２
４，２６間にて支持ストリップ１６により設けられる間隙のため、機構２２を開くべく相
互に係合を外される。これにより開口部２７を画定し、ストリップ１６において開口２８
を暴露する。
【００２３】
　好適な切断具３０が対向部２４，２６間の開口部２７を通過して開口２８内に挿入され
、開口２８に並べて設けられる袋１０の外装の部分を係合させる。袋１０は切断具３０を
使用して開口２８に沿って切断され、袋１０に開口２８に並んで開口部が設けられる。内
部に形成される案内開口２８と一体的に構成される支持ストリップ１６、及び袋１０を張
引及び損傷することなく機構２２を開く機能を使用して閉じ具１５が袋１０に対して堅固
に固定されているため、支持ストリップ１６において支持される機構２２により画定され
る開口２８及び開口部２７と並べられる開口部が容易に袋１０内に形成可能である。
【００２４】
　開口２８は支持ストリップ１６に設けられ、好適には少なくとも０．１２５インチ（約
０．３１７５ｃｍ）の幅を有し、切断具３０を使用して開口２８を介して袋１０を切断す
ることを補助する。袋１０内に包含される物品へのアクセスは機構２２内に画定される開
口部２７、支持ストリップ１６の開口２８、及び並べて設けられる、袋１０内への開口部
を通じて可能となる。袋１０を閉じることが要求される場合に、再密封機構２２の対向部
２４，２６は相互に係合し開口部２７を閉じ、同時に支持ストリップ１６の開口２８及び
袋１０内への切断された開口部を気密的に覆う。
【００２５】
　図２乃至４に最もよく示されるように本発明のシステム１４’という更なる別例におい
て、摺動閉鎖機構３２が装置１５’にて再密封機構２２に代えて使用され、再密封機構２
２と同様に開口２８’に並べてストリップ１６’上に支持され固定される。摺動閉鎖機構
３２は頂壁部３６と、一対の湾曲した側壁部３８と、これらの間に画定される中央スロッ
ト４０とを含む摺動シャトル３４を備える。中央スロット４０内のシャトル３４の一端に
は分離器４２が設けられる。
【００２６】
　シャトル３４は摺動閉鎖機構３２の対向部４４，４６に固定される。対向部４４，４６
は機構２２の部分２４，２６と同様に、ストリップ１６に支持され、気密的に固定される
。シャトル３４の分離器４２は対向部４４，４６を相互に離間するように促進して摺動閉
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鎖機構３２を開き、閉鎖機構３２に沿って一方向にシャトル３４と共に摺動された場合に
対向部４４，４６間の開口部２７’を画定する。更にシャトル３４の側壁部３８は対向部
４４，４６を促進して相互に係合させ、閉鎖機構３２に沿って反対方向にシャトル３４と
共に摺動された場合に開口部２７’を閉じる。
【００２７】
　図３，４に示すように分離器４２は任意に、しかし好適に、頂壁部３６の反対側に設け
られる下方に延びるアーム４８を備える。アーム４８はシャトル３４から離間して設けら
れた漸減する点５０と、シャトル３４と点５０の間のアーム４８に設けられる切削具、即
ち切削刃５２とを備える。刃５２の位置決めは閉じ具１５’が袋１０上に位置された場合
、或いは閉じ具１５’が使用中に各部材と接触しないように行われる。更にア―ム４８は
機構３２の長さより僅かに長い長さを有するように形成され、これによりアーム４８は支
持ストリップ１６’の開口２８’を通過して延びる。点５０、及び刃５２の少なくとも部
分、好適には刃５２の全てが機構３２から支持ストリップ１６’の反対側の全体にわたっ
て配置される。
【００２８】
　操作において、上述した実施例と同様に摺動閉鎖機構３２及びストリップ１６’を含む
閉じ具１５’がストリップ１６上の接着剤１８’を使用して袋１０に接着される場合に、
点５０は袋１０を貫通して最初の穿刺孔（図示しない）を形成すべく作用する。袋１０に
完全に取り付けられた場合にアーム４８の点５０は袋１０内に設けられ、切削具５２は袋
１０の外装と並べて配置される。
【００２９】
　この構造体において摺動シャトル３４が閉鎖機構３２に沿って移動され、シャトル３４
の分離器４２により対向部４４，４６が分離される。機構３２と袋１０との間の支持スト
リップ１６’により設けられる空隙により袋１０を破損しないように、切削具５２は点５
０によって形成された最初の穿刺孔を横断方向にして、且つストリップ１６’の開口２８
’と、摺動閉鎖機構３２によって画定される開口部２７’と並ぶ方向に拡張する。従って
シャトル３４が閉鎖機構３２を完全に横断して移動される場合に、閉じ具５２は続いてス
トリップ１６’の開口２８と閉鎖機構３２の対向部４４，４６の間に形成される開口部２
７’と並ぶ長尺状をなす開口部（図示しない）を袋１０に形成する。
【００３０】
　更にシャトル３４が元の位置に戻される場合に、対向部４４，４６は再び相互に係合さ
れ、開口部２７’を閉じ、ストリップ１６の開口２８と袋１０の長尺状をなす開口部とを
覆って閉鎖機構３２を固定する。図１に示す実施例と同様に、支持ストリップ１６’を案
内開口２８’と一体的に構成することによる装置１５’の袋１０への固定により、開口２
８’と支持ストリップ１６’において支持される機構３２によって画定される開口部２７
’とに並べられる開口部を袋１０に容易に形成することができる。
【００３１】
　図５，６に更なる別例におけるシステム１１４を示す。本実施例においては上述したよ
うに、閉じ具１１５は好適な熱可塑性を備えた材料から形成される支持ストリップ１１６
により形成される。閉じ具１１５は上に位置される再密封機構１２２を備える。再密封機
構１２２は支持ストリップ１１６に形成される開口１２８の周囲全体にわたって気密的に
支持ストリップ１１６に対して固定される一対の個別の対向部１２４，１２６を有する。
支持ストリップ１１６により袋１０及び機構１２２の間に設けられる小さな空隙により、
部分１２４，１２６は分離され部分１２４，１２６の間に開口部１２７を画定し、支持ス
トリップ１１６に形成され再密封機構１２２と並べられる開口１２８を暴露する。
【００３２】
　支持ストリップ１１６は再密封機構１２２の反対側に支持ストリップ１１６に取り付け
られる接着剤１１８の層を備える。好適には感圧式の接着剤により形成されるが、その他
の好適な接着剤も使用可能である。裏張り又はライナー１２０は接着層１１８を覆って配
置され層１１８が袋１０の外装以外の表面に不完全に接着することを防止する。ライナー
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１２０は好適なコート紙等のいかなる好適な材料からも形成される。ライナー１２０はラ
イナー１２０の片面に設けられるタブ１２１を備える。タブ１２１は支持ストリップ１１
６を越えて外方に向かって延び、接着層１１８からライナー１２０を把持して取り除くこ
とを補助する。
【００３３】
　更に閉じ具１１５は個別のストリップ１１６及び再密封機構１２２の間に設けられる案
内ストリップ１５６を備える。案内ストリップ１５６はストリップ１１６を形成するもの
と同様の材料等の好適な材料から形成されるが、紙材料から形成されることが望ましい。
案内ストリップ１５６はストリップ１１６に位置された場合にストリップ１１６の開口１
２８を完全に覆うために充分な長さ及び幅を有するように寸法が設定される。しかしなが
ら更に、案内ストリップ１５６の長さ及び幅は、ストリップ１１６と再密封機構１２２の
部分１２４，１２６との間の気密なシールを妨害しないように好適に充分に短く形成され
る。しかしながら更に、案内ストリップ１５６は機構１２２と同一の広がりを持つべく形
成されてもよく、これにより案内ストリップ１５６は機構１２２と支持ストリップ１１６
との間の熱融着の係合により一体的に構成される部分を形成する。
【００３４】
　案内ストリップ１５６は少なくとも１つの案内スリット１５８と、好適には複数のスリ
ット又は穿刺孔から成る一条の線とを備える。線はストリップ１１６に形成される開口１
２８と並ぶ穿刺孔を設けたストリップ１５６の長手方向部分に沿って延びる。案内ストリ
ップ１５６及び案内スリット１５８の機能は再密封装置１２２に形成される開口部１２７
を通じて挿入され、袋１０に開口部を形成することに使用される切断具１３０を案内する
ことである。案内スリット１５８は切断具１３０が開口１２８に並んだ状態を保持するこ
とを補助し、これにより袋１０の開口部は好適に開口１２８と並ぶ。
【００３５】
　案内スリット１５８は案内ストリップ１５６を完全に横断して延びるものではなく、従
って案内ストリップ１５６の端部は各要素が案内ストリップ１５６に沿って過剰に切断さ
れることを防止するように機能する。これにより各要素が案内ストリップ１５６及び開口
１２８の周囲にてストリップ１１６及び再密封機構１２２の間に形成される気密シールを
損傷することが防止される。これに代えて、最も端に案内スリット１５８が丸みを帯びた
外側端部（図示しない）と共に形成され、案内ストリップ１５６に沿った更なる切断を防
止することを補助してもよい。
【００３６】
　案内ストリップ１５６は更に、案内ストリップ１５６上に案内スリット１５８に隣接し
て並べて設けられる１つ以上の案内線１６０を備える。案内線１６０は各要素が開口１２
８と並んで袋１０の外装を切断することを更に補助すべく機能する。これらの案内線１６
０は案内ストリップ１５６上に印刷され、閉じ具１１５が取り付けられる案内ストリップ
１５６の色及び袋１０の色のうち少なくともいずれか一方に応じて色づけされてもよい。
【００３７】
　更に多色の多数の案内線１６０が案内ストリップ１５６上にて案内スリット１５８の反
対側に設けられる。別例において下部ストリップ１１６及び穿刺孔を設けたストリップ１
５６は組み合わされ１つの構造体を構成してもよい。この場合に案内スリット１５８は支
持ストリップ１１６の開口１２８に代わる。
【００３８】
　本発明の主題として請求される請求の範囲には様々な別例が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明による第１の実施例において構成された袋再密封システムを示す等角図。
【図２】第２の実施例における図１の袋再密封システムを示す斜視図。
【図３】図２のシステムにおいて使用される摺動部を示す側面図。
【図４】図３の摺動部を示す端面図。
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【図５】第２の実施例における図１の袋再密封システムを示す等角図。
【図６】図５の袋再密封システムの取り外し可能な閉じ具を示す分解等角図。

【図１】

【図２】

【図３】
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