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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材層と熱接着性樹脂層とを有する積層フィルムからなり合掌熱接着部と端縁熱接着部
により形成されたピロータイプ袋において、一方の側端の折目部の前記端縁熱接着部の近
傍の領域に前記積層フィルムの基材層を貫通する折目部傷痕群が形成され、前記折目部傷
痕群から前記合掌熱接着部と直角方向に延びる線上にあって、前記合掌熱接着部の内端よ
り前記折目部傷痕群側の領域における前記ピロータイプ袋の前面及び背面の積層フィルム
にそれぞれ基材層を貫通する中央部傷痕群が形成された構成からなり、前記折目部傷痕群
から前記合掌熱接着部と直角方向に前記中央部傷痕群まで前記積層フィルムを引き裂き、
次いで前記中央部傷痕群から前記端縁熱接着部の方向に引き裂くことにより、前記ピロー
タイプ袋の前記端縁熱接着部の前記折目部傷痕群がある側の角部を角状に切り取って開口
を形成することを特徴とする易開封包装袋。
【請求項２】
　前記傷痕群を形成する傷痕が引き裂き方向に略平行な直線状である構成からなることを
特徴とする請求項１記載の易開封包装袋。
【請求項３】
　前記折目部傷痕群を形成する傷痕が引き裂き方向に略平行な直線状であり、前記中央部
傷痕群を形成する傷痕が引裂方向と一定の角度をなす斜め直線状である構成からなること
を特徴とする請求項１記載の易開封包装袋。
【請求項４】
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　前記基材層が、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートと、金属蒸着層又は金属酸化物蒸
着層を有する２軸延伸ポリエチレンテレフタレート又は２軸延伸ポリプロピレンとの積層
体からなり、前記熱接着性樹脂層が、熱溶融押出しされたポリプロピレン又はポリエチレ
ンである構成からなることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の易開封包装袋。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、側端の折目部に形成された傷痕群の箇所から引き裂いて簡単に開封することの
できるピロータイプ袋に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、合掌熱接着部と直角方向に引き裂いて開封することのできるピロータイプ袋として
は、例えば、実公平６－４７７８３号公報に記載されているような、包装袋用ラミネート
フィルムからなるピロータイプ袋において、開封のために切る方向に対して山折りした折
り曲げ部に位置する表面側プラスチックフィルムに開封用粗面が形成されるとともに、外
側に突出した端部の切る方向に対して山折りした折り曲げ部に位置する表面側プラスチッ
クフィルムに開封用粗面が形成された構成の易開封包装袋が知られている。しかしながら
、この構成の包装袋においては、開封のために切る方向に対して山折りした折り曲げ部及
び外側に突出した端部の切る方向に対して山折りした折り曲げ部において、包装袋の全長
にわたって表面側プラスチックフィルムに開封用粗面が形成されており、開封用粗面の形
成された面積が大きくなるため、包装袋用ラミネートフィルムがガスバリヤー性の基材層
と熱接着性樹脂層からなる構成の包装袋の場合には、包装袋のガスバリヤー性が低下する
という欠点がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、側端の折目部に形成された傷痕群の箇所から積層フィルムを引き裂いて
簡単に開封でき、且つ袋のガスバリヤー性が低下しない易開封包装袋を提供することであ
る。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　基材層と熱接着性樹脂層とを有する積層フィルムからなり合掌熱接着部と端縁熱接着部
により形成されたピロータイプ袋において、一方の側端の折目部の端縁熱接着部の近傍の
領域に積層フィルムの基材層を貫通する折目部傷痕群が形成され、前記折目部傷痕群から
前記合掌熱接着部と直角方向に延びる線上にあって、前記合掌熱接着部の内端より前記折
目部傷痕群側の領域における前記ピロータイプ袋の前面及び背面の積層フィルムにそれぞ
れ基材層を貫通する中央部傷痕群が形成された構成からなり、折目部傷痕群から合掌熱接
着部と直角方向に中央部傷痕群まで積層フィルムを引き裂き、次いで中央部傷痕群から端
縁熱接着部の方向に引き裂くことにより、ピロータイプ袋の端縁熱接着部の折目部傷痕群
がある側の角部を角状に切り取って開口を形成する構成とすることより、折目部傷痕群が
形成された箇所から合掌熱接着部と直角方向にピロータイプ袋を引き裂いて袋の巾方向に
部分的に開封することができる。この包装袋の場合、傷痕群を形成する面積が狭く且つ積
層フィルムの基材層を貫通し熱接着性樹脂層を貫通しない傷痕群であるため包装袋のガス
バリヤー性の低下を小さくできるとともに、ピンホールが発生しにくく外観が悪くならな
い易開封包装袋とすることができる。また、包装袋の端縁熱接着部の近傍を袋の巾方向の
部分的に引き裂いて開封することができるので、スティック状のスナック食品等を包装に
使用すると簡単に内容物を取り出すことができる。
【０００５】
　また、折目部傷痕群から合掌熱接着部と直角方向に延びる線上にあって、合掌熱接着部
の内端より折目部傷痕群側の領域においてピロータイプ袋の前面及び背面の積層フィルム
にそれぞれ基材層を貫通する中央部傷痕群が形成された構成からなり、折目部傷痕群から



(3) JP 4580543 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

合掌熱接着部と直角方向に中央部傷痕群まで積層フィルムを引き裂き、次いで中央部傷痕
群から端縁熱接着部の方向に引き裂くことにより、ピロータイプ袋の端縁熱接着部の折目
部傷痕群がある側の角部を角状に切り取って開口を形成することにより、その開口から内
容物を簡単に取り出すことができる。
【０００６】
　上記の易開封包装袋において、傷痕群を形成する傷痕が引裂き方向に伸びる直線状であ
る構成とすることにより、傷痕群が形成された領域から容易に積層フィルムを引裂くこと
ができる。
【０００７】
　上記の易開封包装袋において、折目部傷痕群を形成する傷痕が引き裂き方向に略平行な
直線状であり、前記中央部傷痕群を形成する傷痕が引裂方向と一定の角度をなす斜め直線
状である構成からなることを特徴とするものである。
【０００８】
上記の易開封包装袋において、基材層が、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートと、金属
蒸着層又は金属酸化物蒸着層を有する２軸延伸ポリエチレンテレフタレート又は２軸延伸
ポリプロピレンとの積層体からなり、熱接着性樹脂層が、熱溶融押出しされたポリプロピ
レン又はポリエチレンからなる構成とすることにより、スナック食品等を包装するための
ガスバリヤー性および開封性の優れたピロータイプの易開封包装袋とすることができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を引用して本発明の実施の形態を説明する。
図１は本発明の第１実施形態を示す平面図、図２は図１のＩ－Ｉ拡大断面図、図３は本発
明の第２実施形態を示す平面図、図４は図３におけるＩ－Ｉ拡大断面図、図５は本発明の
第３実施形態を示す平面図、図６は図５におけるＩ－Ｉ拡大断面図、図７は実施形態の傷
痕の形状を示す拡大平面図であり、１は合掌熱接着部、2a, 2bは端縁熱接着部、3aは折目
部傷痕群、3b, 3cは中央部傷痕群、４，4'は傷痕、10は積層フィルム、11は基材層、12は
熱接着性樹脂層を表す。
【００１０】
本発明の第１実施形態は図１、２に示すとおりである。平面形状は、図１に示すとおり、
基材層11と熱接着性樹脂層12を有する積層フィルム10からなり、合掌熱接着部１と端縁熱
接着部2a,2b により形成されるピロータイプ袋であって、端縁熱接着部2aの近傍における
一方の折目部の所定領域に折目部傷痕群3aが形成された構成である。第１実施形態におけ
る折目部傷痕群3aを形成する位置は端縁熱接着部2aの内端から１０～２０ｍｍ内側の位置
に、１３～２０ｍｍ角程度の大きさで形成するのが好ましい。
【００１１】
第１実施形態の折目部傷痕群3aが形成された部分の合掌熱接着部１に直角方向の断面は、
図２に示すとおりであり、一方の折目部の所定領域に積層フィルム10の基材層11を貫通す
る状態で折目部傷痕群3aが形成されている。第１実施形態では、折目部傷痕群3aの箇所か
ら合掌熱接着部１に直角方向に合掌熱接着部１の内端の近傍まで積層フィルム10を引き裂
いて、ピロータイプ袋の巾方向の略半分だけ開封することができるので、開封した部分か
ら棒状の内容物等を簡単に取り出すことができる。
【００１２】
本発明の第２実施形態は図３、４に示すとおりである。平面形状は、図３に示すとおり、
基材層11と熱接着性樹脂層12を有する積層フィルム10からなり、合掌熱接着部１と端縁熱
接着部2a,2b により形成されるピロータイプ袋であって、端縁熱接着部2aの近傍における
一方の折目部の所定領域に折目部傷痕群3aが形成されるとともに、折目部傷痕群3aから合
掌熱接着部１と直角方向に延びる線上にあって合掌熱接着部１の内端よりも折目部傷痕群
3a側の領域に中央部傷痕群3bが形成された構成である。中央部傷痕群3bを形成する位置は
合掌熱接着部１の内端に隣接する位置に１３～２０ｍｍ角程度の大きさで形成するのが好
ましい。
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【００１３】
折目部傷痕群3a及び中央部傷痕群3bが形成された部分の合掌熱接着部１に直角方向の断面
は、図４に示すとおりであり、一方の折目部の所定領域に積層フィルム10の基材層11を貫
通する状態で折目部傷痕群3aが形成されるとともに、合掌熱接着部１の内端より折目部傷
痕群3a側の位置にピロータイプ袋の前面及び背面を形成する積層フィルム10にそれぞれ基
材層11を貫通する中央部傷痕群3bが形成されている。第２実施形態では、折目部傷痕群3a
の箇所から合掌熱接着部１に直角方向に中央部傷痕群3bの箇所まで積層フィルム10を引き
裂き、次いで中央部傷痕群3bの箇所から端縁熱接着部2aの方向に引き裂くことにより、ピ
ロータイプ袋の端縁熱接着部2aの折目部傷痕群3aがある側の角部を角状に切り取って開口
を形成することができるので、形成さた開口から棒状の内容物等を簡単に取り出すことが
できる。
【００１４】
本発明の第３実施形態は図５、６に示すとおりである。平面形状は、図５に示すとおり、
基材層11と熱接着性樹脂層12を有する積層フィルム10からなり、合掌熱接着部１と端縁熱
接着部2a,2b により形成されるピロータイプ袋であって、端縁熱接着部2aの近傍における
一方の折目部の所定領域に傷痕群3aが形成されるとともに、折目部傷痕群3aから合掌熱接
着部１と直角方向に延びる線上にあって合掌熱接着部１の内端を跨ぐ領域に中央部傷痕群
3cが形成された構成である。中央部傷痕群3cを形成する位置は合掌熱接着部の内端を跨ぐ
位置に１３～２０ｍｍ角程度の大きさで形成するのが好ましい。
【００１５】
折目部傷痕群3a及び中央部傷痕群3cが形成された部分の合掌熱接着部１に直角方向の断面
は、図６に示すとおりであり、一方の折目部の所定領域において積層フィルム10の基材層
11を貫通する状態で傷痕群3aが形成されるとともに、合掌熱接着部１の内端を跨ぐ領域に
、折目部傷痕群3aが形成された折目から離れた方の積層フィルム10の基材層11に中央部傷
痕群3cが形成されている。第３実施形態では、折目部傷痕群3aの箇所から合掌熱接着部１
に直角方向に中央部傷痕群3bの箇所まで積層フィルム10を引き裂き、次いで中央部傷痕群
3bの箇所から合掌熱接着部１に直角方向に引き裂いて、端縁熱接着部2aが形成されたピロ
ータイプ袋の端部を切り取って袋の全巾に開口を形成することができるので、形成された
開口から棒状の内容物等を簡単に取り出すことができる。
【００１６】
第１～第３実施形態において、折目部傷痕群3a及び中央部傷痕群3b,3c の形成する面積が
小さく且つ積層フィルムの基材層11を貫通する状態で形成されているので、ガスバリヤー
性の基材層11と熱接着性樹脂層12からなる構成の積層フィルム10の場合でも、ピロータイ
プ袋のガスバリヤー性の低下を最小限に抑えることができる。なお、積層フィルム10の基
材層11に貫通する折目部傷痕群3a及び中央部傷痕群3b,3c を形成するには、基材層11に貫
通する傷痕群3a及び傷痕群3b,3c を形成した後に熱接着性樹脂層12を積層することにより
行うことができる。
【００１７】
第１～第３実施形態における折目部傷痕群3a及び中央部傷痕群3b,3c を構成する傷痕４の
形状は図７（イ）、（ロ）に示すとおりである。図７（イ）は傷痕４が引裂方向に平行な
直線状に形成されている形状であり、図７（ロ）は傷痕4'が引裂方向と一定の角度をなす
斜め直線状に形成されている形状である。傷痕4,4'の長さ及び形成される間隔としては、
０．６～１．０ｍｍ程度とするのが好ましい。上記の形状の傷痕4,4'からなる傷痕群を形
成することにより、開封する方向に簡単に積層フィルム10を引き裂いてピロータイプ袋を
開封できる。
【００１８】
第１～第２実施形態のように、端縁熱接着部の近傍においてピロータイプ袋の巾方向に部
分的に引き裂いて開封するか、ないしは第３実施形態のように端縁熱接着部の近傍におい
てピロータイプ袋の全巾にわたって引き裂いて開封することより、スティック状のスナッ
ク菓子等を包装する袋に使用した場合には、端縁熱接着部の近傍にて開口を形成すること
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ができるので、包装された内容物を簡単に取り出すことができきわめて便利である。
【００１９】
積層フィルム10の基材層11としては、アルミニウム蒸着層又はシリカ蒸着層を有する２軸
延伸ポリエチレンテレフタレート（ＶＭＰＥＴ）、アルミニウム蒸着層又はシリカ蒸着層
を有する２軸延伸ポリプロピレン（ＶＭＯＰＰ）、２軸延伸ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）等の単体ないしはそれらの積層体が使用できる。熱接着性樹脂層12としては、
低密度ポリエチレン（ＰＥ）、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、エチレン－酢酸
ビニル共重合体（ＥＶＡ）、ポリプロピレン（ＣＰＰ）等が使用できる。積層フィルム10
の構成としては、ＰＥＴ１２μｍ／ドライラミネーション（ＤＬ）／ＶＭＰＥＴ１２μｍ
／ＣＰＰ２０μｍ、ＰＥＴ１２μｍ／ＤＬ／ＶＭＯＰＰ１５μｍ／ＣＰＰ２０μｍ、ＰＥ
Ｔ１２μｍ／ＤＬ／ＶＭＰＥＴ１２μｍ／ポリエチレン（ＰＥ）２０μｍ、ＰＥＴ１２μ
ｍ／ＤＬ／ＶＭＯＰＰ１５μｍ／ＰＥ２０μｍ等である。上記の積層フィルムにおいて、
下線を付した層に傷痕群が形成される。内面のＰＰ又はＰＥは熱溶融押出しにより形成さ
れる。包装袋の絵柄は外側のＰＥＴフィルムの内面に印刷により形成される。
【００２０】
【発明の効果】
基材層と熱接着性樹脂層とを有する積層フィルムからなり合掌熱接着部と端縁熱接着部に
より形成されたピロータイプ袋において、一方の側端の折目部の端縁熱接着部の近傍の領
域に積層フィルムの基材層を貫通する折目部傷痕群が形成された構成とすることより、折
目部傷痕群が形成された箇所から合掌熱接着部と直角方向にピロータイプ袋を引き裂いて
袋の巾方向に部分的に簡単に開封することができる。この包装袋の場合、傷痕群を形成す
る面積が狭く且つ積層フィルムの基材層を貫通し、熱接着性樹脂層を貫通しない傷痕群で
あるため包装袋のガスバリヤー性の低下を小さくできるとともに、ピンホールが発生しに
くく外観が悪くならない易開封包装袋とすることができる。また、包装袋の端縁熱接着部
の近傍を袋の巾方向に部分的に引き裂いて開封することができるので、スティック状のス
ナック食品等を包装に使用すると簡単に内容物を取り出すことができる。
【００２１】
　また、折目部傷痕群から合掌熱接着部と直角方向に延びる線上にあって、合掌熱接着部
の内端より折目部傷痕群側の領域においてピロータイプ袋の前面及び背面の積層フィルム
にそれぞれ基材層を貫通する中央部傷痕群が形成された構成とすることにより、折目部傷
痕群が形成された箇所から中央部傷痕群が形成された箇所まで合掌熱接着部と直角方向に
積層フィルムを引き裂き、次いで中央部傷痕群の箇所から端縁熱接着部の方向に引き裂く
ことにより、端縁熱接着部が形成された包装袋の角部を角状に切り取って開口を形成する
ことができるので、その開口から内容物を簡単に取り出すことができる。
【００２３】
上記の易開封包装袋において、傷痕群を形成する傷痕が引裂き方向に伸びる直線状である
構成とすることにより、傷痕群が形成された領域から容易に積層フィルムを引裂くことが
できる。
【００２４】
上記の易開封包装袋において、基材層が、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートと、金属
蒸着層又は金属酸化物蒸着層を有する２軸延伸ポリエチレンテレフタレート又は２軸延伸
ポリプロピレンとの積層体からなり、熱接着性樹脂層が、熱溶融押出しされたポリプロピ
レン又はポリエチレンからなる構成とすることにより、スナック食品等を包装するための
ガスバリヤー性および開封性の優れたピロータイプの易開封包装袋とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態を示す平面図。
【図２】図１におけるＩ－Ｉ拡大断面図。
【図３】本発明の第２実施形態を示す平面図。
【図４】図３におけるＩ－Ｉ拡大断面図。
【図５】本発明の第３実施形態を示す平面図。
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【図６】図５におけるＩ－Ｉ拡大断面図。
【図７】実施形態の傷痕の形状を示す拡大平面図。
【符号の説明】
１　合掌熱接着部
2a, 2b　端縁熱接着部
3a　折目部傷痕群
3b, 3c　中央部傷痕群
４，4'　傷痕
10　積層フィルム
11　基材層
12　熱接着性樹脂層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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