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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】パッケージ完全性が、容器内の内容物へアクセ
スする前に壊れる構造により示される場合に、容器の再
封可能なクロージャーの方法を提供する。
【解決手段】パッケージ完全性機構は、一形態において
、クロージャーと関連付けられた構造を含み、はじめて
クロージャーを開くと、構造は伸張し、最終的に構造が
壊れるまで構造の長さを増大させ、壊れた構造の一方ま
たは両方の残余端部は、容器の残余部分から上方に向け
て変形しあるいは湾曲する。従って、完全な状態の構造
は、パッケージ完全性を示し、それにより、未だパッケ
ージが開封されていないしるしを提供する。パッケージ
の完全性は、完全な状態の脆弱化構造を視覚的に見るこ
とによって表示される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器の開口を覆うクロージャーと、
　前記クロージャーを前記容器の頂部の残余部分に接続する、前記クロージャーと関係付
けられた少なくとも一の構造と、を備え、
　　前記クロージャーをはじめて開封する際に、前記構造は、伸張し、前記構造が最終的
に壊れるまで前記構造の長さを増加させ、前記破壊した構造は、前記開口を覆うための前
記クロージャーの再閉の際に、少なくとも部分的に前記容器の頂部の残余部分から上方に
向けて延在する、
パッケージ完全性機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を保存するパッケージのための再封可能なクロージャーに関し、より具
体的には、パッケージ完全性インジケータを有する再封可能なクロージャーを備えるパッ
ケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　クッキーその他のスナックなどの食品のための容器は、一般的に、外側包装を含む。一
のタイプの容器において、包装は、食品を保持し、食品が損傷するのを保護するためのト
レイとして作用するフレームを取り囲む。他の食品は、熱形成トレイなどのプラスチック
のトレイでパッケージされ、このトレイは、その頂部が蓋をする材料でシールされる。食
品容器クロージャーの技術において、最近の進歩の一つに、参照により組み込まれる特許
文献１において開示された再封可能なクロージャーが含まれ、これは、容器の頂部を形成
する包装を開示し、この頂部は再封可能なシーリングパネルによりカバーされるアクセス
開口を有する。
【０００３】
　パッケージ技術において、パッケージが既に開封されたか、あるいは、パッケージの完
全性が破られたかを表示するために種々の構造が使用され、これらの構造は、この技術に
おいて、「開封明示機能」又は「パッケージ完全性」としてしばしば称される。例えば、
最近のパッケージ完全性表示クロージャーの一つが、参照により組み込まれる特許文献２
に開示されている。これは、容器の頂部を形成する内側フィルム層および外側フィルム層
を有する２層の材料を備えるクロージャーを開示している。外側フィルム層は、内側フィ
ルム層の一部分を覆うシーリングパネルを有し、この内側フィルム層はシーリングパネル
とともに開口を形成する。パッケージ完全性機構は、既にクロージャーが開封されたこと
を示すためにシーリングパネルから分離する内側フィルム層のパネルを備える。
【０００４】
　パッケージ完全性機構を有する食品容器の技術における最近の進歩の一つは、参照によ
り組み込まれる特許文献３に開示されている。特許文献３は、破壊、および／または、再
封可能なクロージャーがはじめて開封される時に可聴音を発生及び／または生み出す構造
により付与されるパッケージ完全性インジケータを有する再封可能なクロージャーを開示
する。このパッケージ完全性機構は、最初に２つの部分に添付される少なくとも一のスト
リップを含み、これは再封可能なクロージャーをはじめて開封する際に、少なくとも一の
ストリップを破壊させる再封可能なクロージャーを備え、それにより、既にパッケージが
開封されたことを示す。パッケージ完全性は、クロージャーの再封の際に不整合となる、
可動パネルまたは取り外し可能な打ち抜きタブ部分によっても提供され、その結果、既に
パッケージが開封されたことを示す。
【０００５】
　非食品類アイテムのパッケージ技術において、既にパッケージが開封されたか、または
、パッケージの完全性が破られたかどうかを表示するための種々の方法が特許文献４ない
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し特許文献６に開示された方法も含めて開示されている。特許文献４は、一連の穿孔を有
するラベルフラップの形態の開封明示機構を開示し、これは開封明示タブを形成し、ラベ
ルフラップが最初にパッケージから除去されたときに、開封明示タブはパッケージが開封
されたことを示すために穿孔に沿ってラベルフラップから分離する。同様に、特許文献５
においては、パッケージ完全性は、タブをプル部分と端部部分とに分けるプルタブ穿孔又
は他の脆弱化部分を有するプルタブを備えるラベルにより表示される。特許文献６は、容
器を開封する前に主要タブから完全に取り除かれる予備のプルタブを備えるパッケージの
頂部表面に接着シールされたメインプルタブを開示している。
【０００６】
　新規で改良されたパッケージ完全性インジケータを含む、好適には、食品を収容するの
に適した再封可能な容器の技術におけるニーズが存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許番号６,９１８,５３２号明細書
【特許文献２】米国特許出願番号１１/５００,４９７号明細書
【特許文献３】米国特許出願番号１１ １６９３,７５１号明細書
【特許文献４】米国特許番号６,５８９,６２２号明細書
【特許文献５】米国特許番号６,７６７,６０４号明細書
【特許文献６】米国特許番号４,６７９,６９３号明細書
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、概略的には、パッケージ完全性が、容器内の内容物へアクセスする前に壊れ
る必要がある構造により示される容器のための再封可能なクロージャーに関する。従って
、完全な状態の構造は、パッケージ完全性を示し、それにより、未だパッケージが開封さ
れていないしるしを提供する。
【０００９】
　本パッケージ完全性機構は、パッケージ完全性を示すために単独で用いられ、または、
特許文献３に開示されたパッケージ完全性機構を補足できる。特許文献３のパッケージ完
全性機構とともに使われる時には、本新規パッケージ完全性機構は、本完全性機構がはじ
めて壊れないと、初期にはじめてクロージャーが部分的にさえ開封されることがないこと
を保証し、したがって、容器の外部を観察することにより視認できる。
【００１０】
　本発明は、一形態において、容器の開口をカバーするクロージャーと、このクロージャ
ーと関係付けられ、クロージャーを容器の残余部分に接続する少なくとも一の構造とを備
えるパッケージ完全性機構に関する。はじめてクロージャーを開封した際、構造は伸張し
、最終的に構造が壊れるまで構造の長さを増大させ、壊れた構造の残余端部の一方又は両
方を容器の残余部分から上方に向けて変形、または、湾曲させる。種々の代替のさらなる
実施形態においては、構造は、クロージャーのタブ部分から容器の残留部分へ延在してい
るストリップを備える。さらに代替の実施形態においては、クロージャーのタブ部分のど
ちらの側にでも、クロージャーと関係付けられた少なくとも２つの構造が存在し、一つは
クロージャーのタブ部分のいずれかのサイドに存在する。
【００１１】
　有利には、構造は、クロージャーおよび容器の残余部分と一体的に形成され、クロージ
ャーは、剥離方向に引いて容器の残余部分から解放できるシーリングパネルという形態で
あり、それにより、シーリングパネルと関係付けられた構造を伸張させ、最終的に、内容
物へアクセスするために、構造を壊す。シーリングパネルは、容器の残余部分に対して移
動する時には、シーリングパネルは、開口をシーリングするために、容器の残余部分を再
び閉鎖できる。 
【００１２】
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　本発明は、その別の形態において、容器の再封可能なクロージャーのシーリングパネル
に関係付けられた少なくとも一の構造を備えるパッケージ完全性機構に関する。この構造
は、一端部においてシーリングパネルとともに一体的に形成され、他端部において、容器
の残余部分と一体的に形成される。シーリングパネルがはじめて容器の残余部分から引か
れる時には、構造は、シーリングパネルと容器の残余部分との間の接続を壊すように構成
され、それにより、シーリングパネルを構造を通じて容器から取り外す。
【００１３】
　種々のさらなる代替の形態においては、脆弱化構造は、凹状部分および凸状部分を有す
る円弧または波状の形状のストリップなどの湾曲したストリップを備える。構造は、１つ
以上のより広いまたはより幅広部分が続く、１つ以上の狭小部分を有し、この構造は狭小
部分に沿って伸張し、最終的に、壊れる。
【００１４】
　本発明は、その別の形態において、容器のための完全性表示クロージャーに関し、この
クロージャーは、外側層に接着結合された内側層を備える、容器の頂部を形成している少
なくとも２層の材料を備える。内側層は、内側層パネルを有し、外側層はシーリングパネ
ルを有する。シーリングパネルは、内側層パネルを完全にカバーする。少なくとも一のス
トリップは、外側層を備え、シーリングパネルを外側層の残余部分に接続する材料から一
体的に形成される。内側層パネルおよびシーリングパネルは、容器にアクセス開口を提供
するために、恒久的にお互いに結合される。引き剥がし可能な接着剤は、内側パネルへシ
ーリングパネルを接着するために、シーリングパネルの周辺のまわりに付与される。シー
リングパネルは、剥離方向にシーリングパネルを引くことにより、内側層から引き剥がし
可能であり、シーリングパネルが頂部に対して移動される時に、開口をシーリングするた
めに頂部を再封可能である。
【００１５】
　有利には、構造が壊れた後、壊れた構造の一方又は両方の残余端部は、容器の頂部から
上方に向けて波状に変形、または、湾曲する。
【００１６】
　本発明は、一の形態において、容器の再封可能なクロージャーの端部部分と関係付けら
れた構造を備えるパッケージ完全性機構に関する。この構造は、構造の一端部において端
部部分に破壊可能に取り付けられ、構造の第２の端部で容器の残余部分に恒久的に取り付
けられ、この脆弱化構造は、下方から人の指で握ることが可能で、それにより、タブ部分
と容器の残余部分との間の接続を壊し、この構造を通じて端部部分を容器から自由にする
。
【００１７】
　種々の具体的形態においては、構造は、クロージャーの端部部分を備えるクロージャー
のタブ部分と、容器の隣接部分との間で延在するストリップを備え、このストリップは脆
弱化部分を有する。さらに、有利には、構造は、好適には、容器の頂面からし、これは脆
弱化構造を下方から人の指で容易に握ることを可能にする。
【００１８】
　本発明は、さらに別の形態において、容器の頂部を形成するフィルム層を備え、容器内
の内容物へアクセスするためのアクセス開口を画定するフラップを有するパッケージ完全
性表示機能に関する。シーリングパネルは、フィルム層のフラップを完全にカバーする。
シーリング層は、恒久的に頂部に貼付されるストリップを有するプルタブを備える。プル
タブおよびストリップは、容器の頂部とプルタブとストリップとの間のギャップを規定す
る。引き剥がし可能な接着剤は、フィルム層へシーリングパネルを接着するシーリングパ
ネルまたはフィルム層の両方又はいずれかに付与される。シーリングパネルは、頂部の部
分にシーリングパネルを結合するストリップが壊された後に、シーリングを剥離方向に引
っ張ることにより、引き剥がし可能であり、シーリングパネルが頂部に対して移動した時
には、アクセス開口をシーリングするために、頂部を再び閉鎖できる。
【００１９】
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　本発明は、その別の形態において、容器の再封可能なクロージャーの端部部分と関連付
けられた構造を備えるパッケージ完全性表示機能に関する。端部部分および構造の双方は
、容器の隣接した頂面に対して非接着である。構造は、破壊可能に端部部分に取り付けら
れ、恒久的に容器の残余部分に取り付けられる。そこで、構造は、再封可能なクロージャ
ーを開くために、再封可能なクロージャーの端部部分と容器の残余部分との間で分離され
なければならない。
【００２０】
　本発明は、その別の形態において、第２のフィルム層に接着結合された第１のフィルム
層を有する少なくとも２層の材料を備えるパッケージ完全性表示機能に関する。第１の破
線は、第１の破線に沿って第１のフィルム層から分離される時に、第１のフィルム層を通
じてアクセス開口を提供するための第１層パネルを画定する第１のフィルム層において形
成される。第２のフィルム層は、脆弱化構造で終端する一端を有するシーリングパネルを
画定する第２層破線を有する。シーリングパネルは、第１層パネルを完全にカバーする。
第２のフィルム層は、引き剥がし可能にシーリングパネルを第１のフィルム層へ接着する
引き剥がし可能な接着剤を有し、この第２のフィルム層は、アクセス開口を露出するため
に引っ張ることができ第１のフィルム層から分離されることができ、脆弱化構造が壊され
た後にだけパッケージ内の内容物にアクセスすることができる。この容器内に配置された
食品は、これらに限定されるわけではないが、クッキー、クラッカー、ピーナッツ、チー
ズ、スライスされた肉および半固体食品を含む。
【００２１】
　本発明の他の特徴と利点は、以下の好適な実施形態の詳細な説明において説明され、あ
るいは、詳細な説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】初期の開封前の典型的なクロージャーを含む本発明のパッケージの斜視図である
。
【図２】部分的に開封された状態の図１のパッケージを示す図である。
【図３】最初に開封される前の初期状態において、下方から見た図１のクロージャーの部
分平面図である。
【図４】初期の開封及び再封の後の、図１のクロージャーの部分平面図である。
【図５】開封されたクロージャーを含む、本発明に係る他のパッケージの斜視図である。
【図６】部分的に開封された状態で示されたパッケージ完全性機構を備える本発明に係る
他のパッケージの斜視図である。
【図７】開封されていないクロージャーを含む、本発明に係る他のパッケージの斜視図で
ある。
【図８】部分的に開封された状態の図７のパッケージを示す図である。
【図９】最初に開封される前の初期状態における下方から見た図７のクロージャーの部分
平面図である。
【図１０】既にパッケージが開かれて再封された後の、図７のクロージャーの部分平面図
である。
【図１１】最初の開封前の本発明に係る他のパッケージの斜視図である。
【図１２】初期開封されていない状態のパッケージ完全性機構を含む別のパッケージの斜
視図である。
【図１３ａ】部分的に開封された状態の図１２のパッケージを示す図である。
【図１３ｂ】開封され再封された後の図１２のパッケージを示す図である。
【図１４】初期開封されていない状態におけるパッケージ完全性機構を備える本発明に係
る別のパッケージを示す図である。
【図１５ａ】部分的に開封された状態の図１４のパッケージを示す図である。
【図１５ｂ】パッケージが開封され再封された後の、図１４のパッケージを示す図である
。
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【図１６】初期開封されていない状態の本発明に係る別のパッケージの斜視図である。
【図１７】部分的に開封された状態の図１６のパッケージを示す図である。
【図１８】初期開封前の、本発明に係る別のパッケージの斜視図である。
【図１９ａ】最初に部分的に開封された状態の図１８のパッケージを示す図である。
【図１９ｂ】さらに部分的に開封された状態の図１８のパッケージを示す図である。
【図２０】はじめて開封される前の初期状態において、下方から見た図１８のクロージャ
ーの部分的平面図である。
【図２１ａ】破壊可能な構造の形態におけるパッケージ完全性機構が破壊された直後の、
図１８のクロージャーの部分的平面図である。
【図２１ｂ】初期開封及び再封の後の、図１８のクロージャーの部分的平面図である。
【図２２】開封されたクロージャーを含む、本発明に係る別のパッケージの斜視図である
。
【図２３】部分的に開封された状態で示されたパッケージ完全性機構を備える本発明に係
る別のパッケージの斜視図である。
【図２４】初期開封及び再封の後の、図２３のクロージャーの部分的平面図である。
【図２５】初期開封する前の、本発明に係る別のパッケージの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明のパッケージ完全性機構は、一形態において、便宜上その中でさらに詳細に説明
されている特許文献３に開示されたパッケージの改良である。この新規なパッケージ完全
性機構は、図１～図１０および図１２～図２４に示すように、特許文献３のパッケージ完
全性機構を補足するために使用することができ、あるいは、図１１及び図２５に示すよう
に、単独でも使用できる。
【００２４】
　具体的には、図１ないし図４を参照すると、パッケージ完全性機構を含んでいるクロー
ジャー１１を有するパッケージ１０が示される。パッケージ１０は、第１の内側フィルム
層１２と第２の外側フィルム層１３とを備える２層の包装を含み、これらは、頂部または
上部の表面１４、側面１６、下面（図示せず）および折り曲げられた端部１８，１９を形
成する。内側フィルム層１２および外側フィルム層１３は、パッケージ１０内に提供され
る食品などの所望の製品を受け入れるための内部空間または容器を画定するように、切断
され、折り畳まれ、あるいは、プレスされた、ポリマーフィルム、または、他のフレキシ
ブルな材料から形成される。パッケージ１０は、クッキー、クラッカー、キャンディー、
その他の品目などの食品５８を保存し、流通させるために使用できる。外側フィルム層１
３は、パッケージ１０の内容を識別するための画像または他の印を含むことができる。
【００２５】
　有利には、内側フィルム層１２は外側フィルム層１３と同一の外延をもって形成され、
外側フィルム層１３に接着により連結されている。パッケージ１０の製造中、内側フィル
ム層１２は、その横側が図１の点線の全てを含む破線を介して切り取られる。外側フィル
ム層１３は、第２層破線２１を介してその横側が切り取られる。破線２０、２１の形成は
、参照によりここに組み込まれる、米国特許出願番号２００５/０２７６５２５において
開示されている。
【００２６】
　破線２０は、内側パネル２２を画定するための連続する破線として形成される。破線２
０は、ストリップ５２も画定する。破線２１は、外側フィルム層１３のシーリングパネル
２６とパッケージ完全性構造４０とを画定する。有利には、パッケージ１０は、それぞれ
プルタブ３０の反対側にある、一対のパッケージ完全性構造４０を含む。シーリングパネ
ル２６の反対側と等しい数の偶数個の構造を有することが好ましい。２つの構造４０が図
示されているが、以下で説明するように、最初にクロージャー１１を開封する時には、い
ずれの偶数でもよい。
【００２７】
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　シーリングパネル２６は、破線２０の周囲を越えて延在し、内側パネル２２とストリッ
プ５２を完全に覆い、かつ、これらの周辺を越えて延在している。その結果、シーリング
パネル２６は内側パネル２２とストリップ５２を完全に覆っている。
【００２８】
　本発明のパッケージ完全性構造４０は、４０ａでシーリングパネル２０の残りの部分か
ら延在し、かつ、破線２１により画定される平行な「Ｕ」形状における構造端部４０ｅで
終端する、湾曲した細長い部分を備える。この部分は、外側フィルム層１３が端部４０ｅ
の近傍で裂けないことを確実にし、ユーザーがパッケージ１０のクロージャー１を初めて
開封するときに端部４０ｅが外側フィルム層１３の一部を恒久的かつ一体的に残留させる
ことを確実にするのに役立つ。外側フィルム層１３から構造４０を形成する破線２１によ
り、構造４０は、シーリングパネル２６と外側フィルム層１３の残部とともに一体的に形
成されている。
【００２９】
　外側フィルム層１３は、内側フィルム層１２に接着結合されている。内側パネル２２は
開口２４を露出するために、内側フィルム層１２の残部から分離可能であり、それにより
、パッケージ１０の内容物５８へのアクセスが可能になる。内側パネル２２が引かれたと
き、特許文献３に示されているように、構造４０は、外側フィルム層１３を構成する材料
の弾力性により最初に伸張する。構造４０が伸張すると、それらの長さは増加し、それら
の幅は狭まる。その結果、構造４０は、その限界を越えて伸張され、折れ又は壊れ、補足
的な壊れた端部４０ｃを形成し、結果として生じた壊れた構造部分４０ｂ，４０ｄを画定
する。外側フィルム層１３の材料により、結果として生じた構造４０ｂ，４０dは、ラン
ダムなまたは可変の形状及び形態を有する。さらに、構造４０は構造４０の長さに沿った
いずれの部分においても破壊し得る。しかしながら、典型的には、構造４０は、シーリン
グパネル２８と頂部１４の残余部分との間、すなわち、端部４０ａと端部４０eとの間の
中間付近で破壊しうる。構造４０の長さに沿ったいずれの場所で破壊が発生するかにかか
わらず、結果として生じた部分４０ｂ、４０ｄは、波打って変形し、および／または、パ
ッケージ１０の残余部分から上方に向けて湾曲する（図２）。
【００３０】
　タブ３０の両サイドに等しい数の構造４０を有することの利点は、構造４０をはじめて
破壊するためにシーリングパネル２６を引き戻した際に、均等で、ほぼ釣り合った力がシ
ーリングパネル２６に適用されることが保証されることである。タブ３０の両側に同数で
ない構造４０が存在すると、より多くの力が、より多数の構造４０を有する側に適用され
る必要がある。
【００３１】
　さらに、特許文献３において示されるように、内側パネル２２が引き抜かれると、スト
リップ５２は図２に示すように壊れる。ストリップ５２は一体的に形成され、ストリップ
部分５０ａに頂部１４をそれぞれ備える内側フィルム層１２の残余部分に付着し続ける。
終端部分５２ｄは、第１のパネル２２に一体的に付着し続けて、終端部分５２ｂは内側フ
ィルム層１２に一体的に付着し続ける。ストリップ５２は、ストリップの幅の狭小化によ
り画定された脆弱部分を部分５２ｃに有する。有利には、破線２０は、平行な「Ｕ」の形
状におけるストリップ端部５２eを形成し、ストリップ５２が終端５２eで裂けず、かつ、
内側パネル２２に一体的に結合され続け、脆弱化された狭いストリップ部分５２において
ストリップ５２が破壊することを可能にすることを確保するのに役立つ。
【００３２】
　内側フィルム層１２に対向するシーリングパネル２６のサイドは、再封可能な接着剤２
８で被覆され（図２を参照）、シーリングパネル２６は、内側パネル２２に隣接した部分
で内側フィルム層１２に再封可能に固定され得る。シーリングパネル２６は、接着剤２８
がコートされない、タブ３０または他の引き抜き可能な機構を含み、シーリングパネル２
６は、パッケージ１０を開くために、内側フィルム層１２から剥離され得る。
【００３３】
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　代替的には、あるいは、取り外し可能な接着剤２８に加えて、取り外し可能な接着剤が
内側パネル２２の外側周辺に沿って内側フィルム層１２にコートされ得る。取り外し可能
な接着剤は、あらゆる加圧で接着する接着剤であってよく、これは、再封が可能であり、
これに限定されるわけではないが、ここに参照により組み込まれる米国特許番号７,３５
０,６８８に開示されている接着剤を含む。
【００３４】
　ここで、特に図１を参照すると、パッケージ１０は、シーリングパネル２６を最初に引
き抜くことを可能にするタブ３０を最初に握ることにより開封され、その結果、構造４０
および５２が伸張する。構造端部４０ａおよびストリップ部分５２ａは、外側フィルム層
１３および内側フィルム層１２の残余部分にそれぞれ一体的に付着し続ける（図２）。
【００３５】
　パッケージ完全性は、クロージャー１１に組み込まれたいくつかの機構を通じてクロー
ジャー１１により表示される。最初に、パッケージ完全性は、記述されるように、完全な
ままのパッケージ完全性構造４０を見ることによって視覚的に表示される。既にクロージ
ャー１１が開封されていたならば、構造４０はもはや完全ではなく、パッケージ１０の頂
面にもはや付着しない。実際に、図２及び図４に示すように、クロージャー１１がはじめ
て開封されると、構造４０は破壊され、その結果、構造部分４０ｂ，４０ｄは、波打って
変形し、湾曲し、パッケージ１０の頂面から持ち上がっている。
【００３６】
　さらに、パッケージ完全性は、完全で一体的に結合したストリップ５２を観察すること
により示され、これは、有利には、パッケージ内の内容物を取り出すことが可能になる前
にクロージャー１１が十分な量開いた際に壊れる。さらに、パッケージ完全性は、はじめ
てパッケージを開き構造４０及びストリップ５２が壊れた際に生じる可聴音により示され
る。さらに、一般的にはシーリングパネル２６はその正確な位置に復帰しないので、代わ
りに、そのオリジナルの位置に対して僅かにずれるので、パッケージ完全性は、頂面１４
の外側フィルム層１３の残余部分とシーリングパネル２６とのずれにより示される（図４
）。
【００３７】
　図５を参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素の符号は１００だけ増加
する。パッケージ１１０は、サイド１１６及び端部６１，６２を形成する熱的形成された
トレイ６０を備えている。内側フィルム層１１２および外側フィルム層１１３を備える２
層のフィルム材料は、熱的形成されたトレイ６０のフランジ６３に対してシーリングされ
る。さらに、パッケージ１０と同様に、タブ１３０を引くと、シーリングパネル１２６は
外側フィルム層１１３から分離し、内側フィルム層１１２および構造１４０およびストリ
ップ１５２の部分から内側パネル１２２を分離する。はじめてパッケージ１１０が開封さ
れた後に、パッケージ完全性構造１４０は、１４０ｃで壊れ、部分１４０ｂ，１４０ｄを
形成し、ストリップ１５２は、狭いストリップ部分１５２ｃにおいて壊れ、図５に示すよ
うに、既にパッケージが開封されたことを示すパッケージ完全性のステータスの視覚的表
示を与える。
【００３８】
　パッケージ１１０は、チーズ、スライスされた肉などの様々な食品し使用され得る。さ
らに、パッケージ１１０は、プディングやヨーグルトなどの半固体状の食品に使用し得る
。パッケージ１１０は、矩形状の形形状を有するように示されているが、パッケージ１１
０は、円筒形状および異形状を含むどのような形状でも持つことができる。
【００３９】
　内側および外側フィルム層１１２、１１３は、を含む層１２，１３と同じ材料で形成で
き、これは、パッケージ筐体を形成するのに適した、ポリプロピレン、ポリエチレン、セ
ロファンまたはその他のポリマー材料を含む。
【００４０】
　ここで、図６を参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様な要素の符号は３００
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だけ増加する。パッケージ３１０は、一列のクッキー３５８などの食品を収容するように
デザインされる。はじめてパッケージ３１０を開封した時に、構造３４０は壊れ、外側フ
ィルム層３１３の残余部分からシーリングパネル３２６を分離し、それにより、シーリン
グパネル３２６をパッケージ３１０の頂部から引き抜くことが可能になる。パッケージ完
全性は、ストリップ３５２のステータスを観察することによってだけでなく、壊れた構造
３４０により示される。
【００４１】
　ここで、図７～図１０を参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素の符号
は、４００だけ増加する。パッケージ４１０は、パッケージ１０の湾曲したストリップ４
０ではなく、波形のストリップ形状のパッケージ完全性構造４４０を有する。波形形状の
構造４４０は、凹状のセグメント４４０ｂと凸状のセグメント４４０ｄを有する。パッケ
ージ４１０は、パッケージ１０と同様な方法でパッケージ完全性を示し、初期状態におい
て、シーリングパネル４２６がはじめて剥離される前に、パッケージ完全性は、完全なま
まの構造４４０を観察することにより示される。はじめてシーリングパネル４２６を引き
抜いた際、構造４４０は最初に伸張し、長さが増大し、最終的には壊れ、その結果、壊れ
た端部４４０ｃ、および、変形し、湾曲し、および／または、パッケージ４１０の頂面４
１４の残余部分から持ち上がっているセグメント４４０ｂおよび４４０ｃが生じる（図８
および図１０）。パッケージ１０と同様に、シーリングパネル４２６をはじめて引き抜く
と、最初に伸張し、最終的にはストリップ４５２を破壊する。
【００４２】
　上述したように、本発明のパッケージ完全性機構は、特許文献３のパッケージ完全性機
構の補足としての代わりに、それ単独で使用し得る。図１１は、本発明のパッケージ完全
性機構が単独のパッケージ完全性機構であるパッケージの代表例である。ここで、図１１
を参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素の符号は５００だけ増える。パ
ッケージ５１０は、パッケージ完全性機構５４０を含み、これは単独のパッケージ完全性
機構として、外側フィルム層５１３の残余部分にシーリングパネル５２６に結合する。
【００４３】
　パッケージ完全性は、パッケージ５１０において、シーリングパネル５２６に付着した
完全な状態の構造５４０と外側フィルム層５１３の周囲とより示される。ユーザーは、シ
ーリングパネル５２６をパッケージ５１０の頂部から引き抜くために、タブ５３０を引く
ことによりクロージャー５１１を開封し、それにより、パッケージ５１０内に収容された
内容物へアクセスするために、内側パネル５２２を内側フィルム層５１２から分離する。
はじめてタブ５３０を引くと、パッケージ１０の構造４０に関して上述したように、構造
５４０は伸張し、最終的には、壊れる。
【００４４】
　ここで、図１２～図１３ｂを参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素の
符号は、６００だけ増える。パッケージ６１０は、構造６４０がより広い帯状部分６４０
ｄに接続されている狭小部分６４０ｆを有する以外は、パッケージ１０と同一である。シ
ーリングパネル６２６がはじめて引かれたとき、タブ６３０を握ることにより、構造６４
０は最初に伸張し、それから、狭小部分６４０ｆで壊れ、その結果、壊れた端部６４０ｃ
を生じる（図１３ａ）。パッケージ１０と同様に、シーリングパネル６２６を初めて引く
と、ストリップ６５２の破壊が生じる。パッケージ６１０の頂部でシーリングパネル６２
６がフラットに戻された時に、既にパッケージ６１０が開封されたというしるしは、壊れ
た構造６４０、部分６４０ｂ，６４０ｄの外側層６１３を形成している材料の残余部分と
のわずかなずれ、および、シーリングパネル６２６の外側層６１３の残余部分に対する見
込まれるずれから視認できる（図１３ｂ）。さらに、構造６４０ｂ，６４０ｄは、パッケ
ージ６１０の頂面６１４からわずかに持ち上がり得る。
【００４５】
　ここで、図１４～図１５ｂを参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素の
符号は、７００だけ増える。広い帯状部分７４０ｂの配置が、容器の頂部７１４の残余部
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分ではなく、シーリングパネル６２６のより近くにあることを除いて、パッケージ７１０
はパッケージ６１０と同じである。その結果、はじめてパッケージ７１０が開封され、構
造７４０が壊れて端部７４０ｃを形成するとき、この破壊は、パッケージ６１０における
場合と比べてシーリングパネル７２６から遠く離れ、より広い帯状部分７４０ｂはシーリ
ングパネル７２６に付着し続ける（図１５ａを参照）。逆に、パッケージ６１０において
は、より広い帯状部分６４０ｄは外側層６１３の残余部分に付着し続ける（図１３ａを参
照）。パッケージ完全性は、外側層７１３の残余部分に対する部分７４０ｂ，７４０ｄの
ずれだけでなく、壊された構造７４０によっても示される。
【００４６】
　ここで、図１６および図１７を参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素
の符号は、８００だけ増える。構造８４０が、その中間部により広い部分８４０ｂを備え
る２つの狭小部分８４０ｆおよび８４０gを有することを除いて、パッケージ８１０はパ
ッケージ１０と同一である。はじめてシーリングパネル８２６が引かれる時には、構造８
４０は部分８４０ｆまたは８４０gにおいて壊れる。例えば、図１７に示すように、構造
８４０は、部分８４０gで壊れている。
【００４７】
　ここで、図１８～および図２１ｂを参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の
要素の符号は、９００だけ増える。パッケージ９１０はパッケージ完全性構造９４０を有
する。これは、タブ９３０においてシーリングパネル９２６を外側層９１３の残余部分に
一体的に付着させる。特に、本発明のパッケージ完全性機構９４０は、一端のプルタブ９
３０に取り付けられるストリップ９４０ｆの狭小部分と、パッケージの残余部分に恒久的
に取り付けられる他方端の拡大部分９４０ｂを備える。構造９４０は、外側フィルム層９
１３から構造９４０を形成する破線９２１により、シーリングパネル９２６のプルタブ９
３０および外側フィルム層９１３の残余部分と一体的に形成されている。破線９２１は、
平行な「Ｕ」の形状における構造端部９４０ｅを形成し、これは外側フィルム層９１３が
端部９４０ｅの近傍で裂けず、そして、はじめてクロージャー９１１を開封する前にユー
ザーが構造９４０を壊す時に、部分９４０ｂが恒久的にかつ一体的に外側フィルム層９１
３の一部のままとなることを確実にするのに役立つ。
【００４８】
　有利には、構造９４０は、プルタブ９３０とともに、外側フィルム層９１３により形成
される上面９１４の残余部分から持ち上がり、内側フィルム層９１２と構造９４０とプル
タブ９３０との間のギャップ９４２を規定する。隆起した構造９４０は、人の指で下方か
ら構造９４０を容易に握り、構造９４０を破壊又はプルタブ９３０から分離することを可
能にする。代替的には、構造９４０は、これとパッケージの頂面との間に本来的に接着剤
を使用せずに設けてもよい。その結果、人は、パッケージにおいてそのポイントをわずか
に押すことにより、下方から構造９４０を握ってもよい。
【００４９】
　打ち抜き２５は、特許文献３のパッケージ完全性機構の１つを備えるシーリングパネル
９２６において複数のタブ部分２７を画定する。シーリングパネル９２６は、破線９２０
の周囲を越えて延在し、シーリングパネル９２６は、内側パネル９２２およびストリップ
５０，９５２，５４の周囲を完全に覆い、かつ、これらを越えて延在する。その結果、シ
ーリングパネル９２６は内側パネル９２２、および、ストリップ５０，９５２，５４を完
全に覆う。
【００５０】
　外側フィルム層９１３は、内側フィルム層９１２に接着結合されている。脆弱構造９４
０が壊された後に、以下で詳述するように、開口９２４を露出するために、内側パネル９
２２が内側フィルム層９１２の残余部分から分離でき、それにより、パッケージ９１０の
内容物へアクセスできる。特許文献３に示すように、内側パネル９２２が引き抜かれると
、ストリップ５０，９５２，５４は、図１９ａおよび図１９ｂに示すように壊れる。各々
のストリップ５０、９５２、５４は、一体的に結合され、ストリップ部分５０ａ、９５２
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ａ、および、５４ａにそれぞれ頂部９１４を備える内側フィルム層９１２の残余部分に付
着し続ける。ストリップ５０、９５２、５４の端部部分は、ストリップ部分５０ｂ、９５
２ｂ、および５４ｂにおいて第１のパネル９２２にそれぞれ一体的に付着し続ける。各々
のストリップ５０、９５２、５４は、部分５０ｃ、９５２ｃ、および５４ｃにおいてスト
リップの幅の狭小化によりそれぞれ画定される脆弱部分と、平行な「Ｕ」形状の端部５０
ｄ、９５２ｄ、および５４ｄとを有する。
【００５１】
　タブ部分２７を含む、内側フィルム層９１２に対向するシーリングパネル９２６のサイ
ドは、取り外し可能な接着剤９２８が塗布され（図１９ａおよび１９ｂを参照）、シーリ
ングパネル９２６が内側パネル９２２に隣接した部分で取り外し可能に内側フィルム層９
１２に固定され、タブ部分２７が恒久的に内側フィルム層９１２に貼付され続ける。シー
リングパネル９２６は、接着剤９２８が塗布されていないタブ９３０または他の把持機構
を含み、シーリングパネル９２６はパッケージ９１０を開くために、内側フィルム層９１
２から剥離される。さらに、構造９４０は、接着剤が塗布されておらず、その結果、ユー
ザーが構造９４０を容易に握ることができる。
【００５２】
　ここで、図１８および図２１ａを参照すると、パッケージ１０は、好適には、パッケー
ジ完全性機構９４０の主要部分９４０ｂを最初に把持することにより開封され、これは、
好適には、パッケージ９１０の頂面から人の指で持ち上げられ、そして、狭小部分９４０
ｃで構造９４０を壊すために、メイン部分９４０ｂを、パッケージの頂面と平行、または
、パッケージからわずかに上に離れる方向に引っ張る（図４ａを参照）。外側フィルム層
９１３を備え構造９４０を形成するポリマーまたは他の柔軟な材料は、ユーザーが構造９
４０を容易に引き裂くことを可能にする。
【００５３】
　上記したように、構造９４０を最初に壊すことが好ましいが、代替的には、タブ９４０
を掴み、剥離方向９３３に引くことにより、構造９４０を壊すことができ、これは、構造
９４０が最終的に壊れ、端部９４０ｃを形成するまで部分９４０ｆでの構造９４０の伸張
をもたらす。
【００５４】
　ここで、図１９ａ、図１９ｂおよび図２１ｂを参照すると、構造９４０が壊された後に
、シーリングパネル９２６は引かれ、内側フィルム層９１２の残余部分から分離された内
側パネル９２２が生じる。ストリップ部分５０ａ、９５２ａ、５４ａは、内側フィルム層
９１２の残余部分に一体的に付着したままであり、ストリップ部分５０ｂ、９５２ｂ、５
４ｂは内側パネル９２２に一体的に付着したままである（図２０）。さらに、タブ部分２
７は、シーリングパネル２６から分離し、接着剤２８により、内側フィルム層１２に付着
したままであり、それにより、シーリングパネル２６に穴３２を形成する（図１９および
図２１）。
【００５５】
　最初に、クロージャー９１１を開封する際に、ストリップ部分５０ａ、９５２ａ、５４
ａはシーリングパネル９２６から分離し、一方で、ストリップ部分５０ｂ、９５２ｂ、５
４ｂは、図１９ａに示すように、シーリングパネル９２６に付着したままである。あるポ
イントでシーリングパネル９２６を剥がす際に、ストリップ９５２は壊れ、一方で、スト
リップ５０と５４が完全な状態なままである（図１９ａ）。シーリングパネル９２６を矢
印９３３の方向にさらに引くことにより、クロージャー９１１はさらに開かれて、その結
果、ステップ５０と５４は、狭小ストリップ部分５０ｃおよび５４ｃでそれぞれ壊れる。
【００５６】
　パッケージ完全性は、クロージャー９１１に組み込まれたいくつかの機構を通じてクロ
ージャー９１１により表示される。最初に、パッケージ完全性は、完全な状態のパッケー
ジ完全性構造９４０を見ることにより視覚的に表示され、これは人がシーリングパネル９
２６を引くことにより、クロージャー９１１を開き始めると順に壊れなければならない。
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さらに、パッケージ完全性は、有利には、人が内容物を取り出すことを可能にする前にク
ロージャー９１１を十分な量開いた際に壊れる、完全な状態の一体的に結合されたストリ
ップ５０、９５２、５４を見ることにより示される。さらに、パッケージ完全性は、パッ
ケージをはじめて開封した際のストリップが壊れる時に生じた可聴音により示される。さ
らに、一般にシーリングパネル９２６はその正確なオリジナルの位置に復帰せず、代わり
に、そのオリジナルの位置に対してわずかにずれるので、シーリングパネルが開かれて、
再シーリングされると、パッケージ完全性は、タブ部分２５とのシーリングパネル穴３２
のずれなどにより示される（図２１ｂ）。
【００５７】
　ここで、図２２を参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素の符号は、１
０００だけ増える。パッケージ１０１０は、サイド１０１６および端部１０６１、１０６
２を形成する熱成形トレイ１０６０を備える。内側フィルム層１０１２および外側フィル
ム層１０１３を備える２層のフィルム材料は、熱成形トレイ１０６０のフランジ１０６３
に対してシーリングされる。パッケージ１０と同様に、パッケージ完全性は、シーリング
パネル１０２６とパッケージ１０１０の頂部を形成する外側フィルム層１０１３の残余部
分に一体的に形成されている完全な状態の構造１０４０の存在により示される。さらに、
パッケージ１０と同様に、タブ１０３０を引くと、外側フィルム層１０１３からシーリン
グパネル１０２６が分離し、内側フィルム層１０１２とストリップ１０５０、１０５２お
よび１０５４の部分とから内側パネル１０２２が分離する。はじめてパッケージ１０１０
が開封された後に、パッケージ完全性構造１０４０は壊れて、そして、ストリップ１０５
０、１０５２、および１０５４は、狭小ストリップ部分１０５０ｃ、１０５２ｃ、１０５
４ｃで壊れ、図２２に示すように既にパッケージが開封されたことを示すパッケージ完全
性ステータスの視覚的な表示を提供する。
【００５８】
　ここで、図２３および図２４を参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素
の符号は、１１００だけ増える。パッケージ１１１０は、開口１１２４の中間部分に配置
された単一のストリップ１１５２を有する。パッケージ１１１０は、一列のクッキー１１
５８などの食品を収容するようにデザインされる。はじめてパッケージ１１１０を開くた
めに、脆弱化構造１１４０は、壊れなければならず、タブ部分１１３０からパッケージ完
全性構造メインボディ１１４０ｂを分離し、それにより、人がパッケージ１１１０の頂部
からシーリングパネル１１２６を引くことを可能にする。構造１１４０の破壊は、最初シ
ーリングパネル１１２６の残余部分から構造を取り外すこと、あるいは、伸張して最終的
に構造１１４０ｃを壊すタブ１１３０を引くことのいずれによっても発生し得る。パッケ
ージ完全性は、シーリングパネル穴１１３２であるストリップ１１５２のステータスおよ
びタブ部分１１２５のアラインメントを見ることによってだけでなく、壊れた構造１１４
０により示される（図２４）。上述したように、本発明のパッケージ完全性機構は、特許
文献３のパッケージ完全性機構の補足物の代わりに、それ単独で使用できる。図２５は、
本発明のパッケージ完全性機構が単独のパッケージ完全性機構である場合のパッケージを
代表している。
【００５９】
　ここで、図２５を特に参照すると、図１～図４の実施形態の要素と同様の要素の符号は
、１２００だけ増える。パッケージ１２１０は、単独のパッケージ完全性機構として、タ
ブ１２３０に結合されるパッケージ完全性機構１２４０を含む。パッケージ完全性は、パ
ッケージ１２１０において、タブ１２３０に取り付けられた完全な状態の構造１２４０に
より示される。はじめてパッケージ１２１０を開封する前に、ストリップ１２４０ｆの狭
小部分を掴む、タブ１２３０からそれを分離し、その後、ユーザーが、ここでパッケージ
１２１０の頂部からシーリングパネル１２２６を引き剥がすために、タブ１２３０を引く
ことができることを可能にし、それにより、パッケージ１２１０内に収容されている内容
物へアクセスするために、内側フィルム層１２１２から内側パネル１２２２を分離する。
代替的には、ユーザーはタブ１２３０を握り、剥離方向１２３３に引いてもよく、その結
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果、構造１２４０は部分１２４０ｃで壊れ、それにより、パッケージ内の内容物へアクセ
スするためにシーリングパネル１２２６を引き続けることが可能になる。
【００６０】
　本技術分野の当業者にとっては明らかなように、本開示物の本パッケージ完全性機構は
、従前の開封明示機構又はパッケージ完全性機構を越える利益を提供する。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３ａ】

【図１３ｂ】 【図１４】
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【図１５ａ】 【図１５ｂ】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９ａ】

【図１９ｂ】 【図２０】
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【図２１ａ】 【図２１ｂ】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月11日(2013.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２のフィルム層に接着結合された第１のフィルム層を含む少なくとも２層の材料と、
　前記第１のフィルム層に形成された第１の破線であって、前記第１の破線に沿って前記
第１のフィルム層から分離される時に、前記第１のフィルム層を通じた開口へのアクセス
を提供するための第１層パネルを画定する第１の破線と、
　脆弱化構造において終端する一端を有するシーリングパネルを画定する第２層破線を有
する第２のフィルム層であって、前記シーリングパネルを前記第１のフィルム層に解放可
能に接着するための解放可能な接着層を含む第２のフィルム層と、を備え、
　前記シーリングパネルは、前記脆弱化構造が壊れた後にのみ、アクセス開口を露出し、
内部の内容物にアクセスするために、前記第１のフィルム層から分離可能である、パッケ
ージ完全性表示クロージャー。
【請求項２】
　前記脆弱化構造は、前記クロージャーのタブ部分を形成する前記シーリングパネルの端
部と前記第２のフィルム層の隣接部分との間で延在するストリップである請求項１のパッ
ケージ完全性表示クロージャー。
【請求項３】
　前記ストリップは、脆弱化部分を含む請求項２のパッケージ完全性表示クロージャー。
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【請求項４】
　前記脆弱化部分は、前記ストリップの一部分を狭小化した形態である請求項３のパッケ
ージ完全性表示クロージャー。
【請求項５】
　前記構造は、前記第１のフィルム層から持ち上げられ、それにより、前記構造と前記第
１のフィルム層との間にギャップを画定する、請求項１のパッケージ完全性表示クロージ
ャー。
【請求項６】
　完全な状態の脆弱化構造は、前記クロージャーが一度も開封されていないことを示す、
請求項１のパッケージ完全性表示クロージャー。
【請求項７】
　容器の再封可能なクロージャーの端部部分と関係付けられた構造であって、一端部にお
いて前記端部部分に破壊可能に取り付けられ、かつ、前記容器の残余部分に恒久的に取り
付けられた構造を備え、
　前記破壊可能な構造は、下方から人の指でつかむことができ、それにより、前記端部部
分と前記容器の残余部分との間の接続部が壊れ、前記端部部分は、前記構造を通じて前記
容器への接続が解放される、パッケージ完全性機構。
【請求項８】
　前記構造は、前記クロージャーの端部部分と前記容器の隣接部分との間で延在するスト
リップである、請求項７のパッケージ完全性機構。
【請求項９】
　前記ストリップは、脆弱化部分を含む、請求項８のパッケージ完全性機構。
【請求項１０】
　前記脆弱化部分は、前記ストリップの一部分の狭小化の形態である、請求項９のパッケ
ージ完全性機構。
【請求項１１】
　前記構造は、前記容器の頂面から隆起している、請求項７のパッケージ完全性機構。
【請求項１２】
　前記構造は、前記クロージャーを取り囲む表面を備える材料から一体的に形成されてい
る、請求項８のパッケージ完全性機構。
【請求項１３】
　前記再封可能なクロージャーを組み込んだ頂部を備える容器をさらに有し、
　前記再封可能なクロージャーは、前記容器のアクセス開口を覆い、前記クロージャーを
はじめからシールするように前記アクセス開口のまわりの前記頂部にシールするように係
合し、そして、はじめて開封された後、前記頂部を再シールし、
　前記構造は、前記シーリングパネルおよび前記頂部と関連付けられ、前記構造は、一端
部において前記シーリングパネルに破壊可能に取り付けられ、他端部において前記頂部の
残余部分に恒久的に取り付けられている、
請求項８のパッケージ完全性機構。
【請求項１４】
　前記構造は、前記頂部に対して接着シールされていない前記シーリングパネルのタブ部
分と前記頂部の前記残余部分との間で延在しているストリップである、請求項７のパッケ
ージ完全性機構。
【請求項１５】
　前記端部部分は、前記再封可能なクロージャーのタブ部分を備える、請求項７のパッケ
ージ完全性機構。
【請求項１６】
　容器の頂部を形成するフィルム層であって、前記容器の内容物へアクセスするためのア
クセス開口を画定するフラップを有するフィルム層と、
　前記フィルム層の前記フラップを完全に覆うシーリングパネルであって、ストリップを
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もつプルタブを備え、このストリップは前記プルタブから延在し、恒久的に前記頂部に貼
着され、前記プルタブおよび前記ストリップは、前記容器の前記頂面と前記プルタブとス
トリップとの間にギャップを規定する、シーリングパネルと、
　前記シーリングパネルを前記フィルム層に接着するために前記シーリングパネルまたは
前記フィルム層のいずれか又は両方に付与された解放可能な接着剤と、を備え、
　前記シーリングパネルは、前記シーリングパネルを前記頂部の一部分へ結合する前記ス
トリップが、剥離方向へ前記シーリングパネルを引くことにより壊れた後に、前記フィル
ム層から解放可能であり、前記シーリングパネルが前記頂部に対して移動したときに前記
アクセス開口をシールするために前記頂部を再び閉鎖可能である、
パッケージ完全性表示クロージャー。
【請求項１７】
　前記ストリップは、脆弱化部分を備える、請求項１６のパッケージ完全性表示クロージ
ャー。
【請求項１８】
　前記シーリングパネルおよび前記ストリップは、お互いに一体的に形成されている、請
求項１６のパッケージ完全性表示クロージャー。
【請求項１９】
　前記シーリングパネルおよび前記ストリップは、前記容器の頂面を形成し、前記フィル
ム層に配置される材料から切り抜かれる、請求項１６のパッケージ完全性表示クロージャ
ー。
【請求項２０】
　容器の再封可能なクロージャーの端部部分に関連付けられた構造を備え、
　前記再封可能なクロージャーの端部部分と前記構造の両方は、前記容器の隣接する頂面
に接着されず、
　前記構造は、前記再封可能なクロージャーの端部部分へ破壊可能に取り付けられ、恒久
的に前記容器の残余部分に取り付けられ、
　前記構造は、前記再封可能なクロージャーを開封するために、前記再封可能なクロージ
ャーの端部部分と前記容器の残余部分との間で分離されなければならない、
パッケージ完全性表示クロージャー。
【請求項２１】
　前記脆弱化構造は、前記容器の頂面を形成する材料で一体的に形成される、請求項２０
のパッケージ完全性表示クロージャー。
【請求項２２】
　前記構造は、前記クロージャーの端部部分と前記容器の隣接部分との間で延在している
ストリップである、請求項２０のパッケージ完全性クロージャー。
【請求項２３】
　前記ストリップは、脆弱化部分を含む、請求項２２のパッケージ完全性クロージャー。
【請求項２４】
　前記脆弱化部分は、前記ストリップの一部分の狭小化の形態である、請求項２３のパッ
ケージ完全性クロージャー。
【請求項２５】
　前記クロージャーの端部部分は、プルタブを備える、請求項２２のパッケージ完全性表
示クロージャー。
【請求項２６】
　前記容器内に配置された食品をさらに含み、前記食品は、クッキー、クラッカー、ピー
ナッツ、チーズ、スライスされた肉および半固体食品の群から選択される、請求項２０の
パッケージ完全性表示クロージャー。
【請求項２７】
　前記再封可能なクロージャーの端部部分は、前記容器の頂面から隆起している、請求項
２０のパッケージ完全性表示クロージャー。
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