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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包材を重ね合わせ周縁を貼り合わせてなる袋体の一方の内面に対して、互いに嵌合する
雄型ファスナー部と雌型ファスナー部を有するチャックテープが取り付けられているチャ
ックテープ付き袋であって、
　雄型ファスナー部と雌型ファスナー部の取付基部の間には、袋体を引き裂き開封するカ
ットテープが配設されており、
　袋体のサイドシール部には、開封開始部と、前記開封開始部から袋体を引き裂き開封す
る方向に隣接した易開封構造とが設けられ、
　前記易開封構造は、前記カットテープと隣接し、前記包材と共に熱融着された前記取付
基部に設けられていることを特徴とするチャックテープ付き袋。
【請求項２】
　請求項１に記載のチャックテープ付き袋において、
　前記易開封構造が、取付基部に対して穴明部分及び／または弱め線で形成された部分か
らなることを特徴とするチャックテープ付き袋。
【請求項３】
　請求項１に記載のチャックテープ付き袋において、
　前記易開封構造が、取付基部の厚みを他の部分よりも薄くしてなることを特徴とするチ
ャックテープ付き袋。
【請求項４】
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　請求項１に記載のチャックテープ付き袋において、
　前記易開封構造が、取付基部とカットテープが接着されていない部分（非接着部）を備
えてなることを特徴とするチャックテープ付き袋。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４の何れかに記載のチャックテープ付き袋において、
　前記開封開始部に対してタブを形成し、
　当該タブの両側部の延長線の交点がサイドシール部の内側にあることを特徴とするチャ
ックテープ付き袋。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４の何れかに記載のチャックテープ付き袋において、
　前記開封開始部に対してタブを形成し、
　当該タブを形成する切り込みにおける引き裂き開始部の終点が、前記カットテープの内
側にあることを特徴とするチャックテープ付き袋。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載のチャックテープ付き袋において、
　前記タブを形成する切り込みが開封進行方向に従って幅狭であり、
　当該切り込みにおける引き裂き開始部の開封進行方向に対してなす角が７５度以下であ
ることを特徴とするチャックテープ付き袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チャックテープ付き袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食料品、医薬品、電子部品、事務用品等の各種物品を密封包装するための包装材として
、チャックテープを備えた袋（チャックテープ付き袋）が使用されている。このようなチ
ャックテープ付き袋としては、例えば、包材を重ね合わせ、その周縁部をヒートシールし
て形成した袋において、この袋体の開口縁に沿って、一方の包材の内面に雄型ファスナー
部をヒートシールし、他方の包材の内面に雌型ファスナー部をヒートシールして、更にそ
の開口縁の先端部の包材同士を接着した構成のものが知られている。
【０００３】
　また、このようなチャックテープ付き袋は、最初の開封時に袋体の開口先端部分を引き
裂いて内容物を取り出すとともに、その後は雄型ファスナー部と雌型ファスナー部を嵌合
させて、袋の再密封及び開放を可能としている。
【０００４】
　しかし、このようなチャックテープ付き袋は、一方の包材に雄型ファスナー部を溶着し
、他方の包材に雌型ファスナー部を溶着したあと、包材の周縁部分を溶着して製袋化する
作業が必要とされていたが、包材に対する雄型ファスナー部または雌型ファスナー部を溶
着する位置が少しでもずれてしまうと、製袋した際に両ファスナー部の嵌合が良好に行わ
れなくなってしまうため、不良品が多くなってしまい高コスト化を招いてしまうとともに
、製造作業が煩雑となってしまうという問題が生じていた。
【０００５】
　一方、このような問題に対して、雄型ファスナー部と雌型ファスナー部を嵌合可能に一
方の包材に装着させる構成をとるチャックテープ付き袋が提案されている（例えば、特許
文献１）。かかる特許文献１に開示されたチャックテープ付き袋５００の概略について、
開封開始部５５０付近の正面図を図１０に、また、図１０のXI－XI断面図を図１１に示す
。
　この図１０及び図１１に示すチャックテープ付き袋５００は、その周縁は熱融着されて
サイドシール部６００が形成され、上側フィルム５０１、雄型ファスナー部５０２、雌型
ファスナー部５０３（雄型ファスナー部の凸部５０２ａと雌型ファスナー部５０３の凹部
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５０３ａが嵌合する）、切取部５０４（カットテープ５０４）、及び下側フィルム５０５
が一体化した構成を採用している。そして、図１１に示すように、このサイドシール部６
００に対してはタブ５０６が設けられており、開封時にはこのタブ５０６及びタブ５０６
と連接する切取部５０４を上方向に引き上げるようにして、上側フィルム５０１を同時に
引っ張って引き裂くようにしていた。
【０００６】
【特許文献１】特許２７４９８８６号公報（［特許請求の範囲］,［図１］～［図８］）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記した図１０及び図１１に示した構成において、タブを引き上げる際
にあっては、雄型ファスナー部及び下側フィルムを同時に引き裂くこととなるため、開封
時に大きな力が必要とされ、例えば老人や子供にあっては、開封することが困難な場合が
あった。
【０００８】
　また、このようにして開封時に大きな力が必要とされるため、タブから雄型ファスナー
部及び下側フィルムがサイドシール部においてうまく引き上げることができず、内容物側
で切れてしまうという問題があり、改善が求められていた。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、最初の開封時に大きな力を必要とせず、容易かつ簡便に開封
作業を行うことができるとともに、再密封及び開放が良好に行われるチャックテープ付き
袋を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記の課題を解決するために、本発明のチャックテープ付き袋は、包材を重ね合わせ周
縁を貼り合わせてなる袋体の一方の内面に対して、互いに嵌合する雄型ファスナー部と雌
型ファスナー部を有するチャックテープが取り付けられているチャックテープ付き袋であ
って、雄型ファスナー部と雌型ファスナー部の取付基部の間には、袋体を引き裂き開封す
るカットテープが配設されており、　袋体のサイドシール部には、開封開始部と、前記開
封開始部から袋体を引き裂き開封する方向に隣接した易開封構造とが設けられ、
　前記易開封構造は、前記カットテープと隣接し、前記包材と共に熱融着された前記取付
基部に設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　かかる本発明のチャックテープ付き袋によれば、チャックテープ付き袋のサイドシール
部に、開封開始部と、開封開始部から袋体を引き裂き開封する方向に隣接し、カットテー
プと隣接する取付基部（例えば、雄型ファスナーの取付基部）に易開封構造とが設けられ
ているため、カットテープを引き上げて袋体を引き裂き開封する場合にあってもカットテ
ープと接する取付基部を引きちぎる必要がなくなり、小さな力で開封を実施することがで
き、容易に開封を行うことができるチャックテープ付き袋を提供可能とする。
　なお、本発明において「開封開始部」とは、チャックテープ付き袋を開封するタブ等が
形成された部分一帯を示す。
【００１２】
　また、かかる本発明のチャックテープ付き袋における易開封構造は、下記手段（ｉ）な
いし手段（iii）の構成とすることが好ましく、これにより前記した効果をより一層好適
に奏することができる。
【００１３】
　まず、手段（ｉ）としては、易開封構造が、カットテープと接する取付基部に対して穴
明部分や弱め線で形成された部分からなるようにすれば、カットテープを引き上げて袋体
を引き裂き開封する場合にあっても、かかる部分から取付基部を引きちぎられることがな
くなり、小さな力で開封が簡便に行うことが可能となる。
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　ここで、「弱め線で形成された部分」としては、弱め線により形成された所定の形状の
部分をいい、例えば、弱め線により形成された、円形状、半円形状、楕円形状、多角形状
等の任意の形状による部分をいう。
【００１４】
　また、手段（ii）としては、易開封構造が、取付基部の厚みを他の部分よりも薄くして
なるようにすることにより、カットテープを引き上げて袋体を引き裂き開封する場合にあ
っても、かかる厚みが薄い部分から取付基部が好適に破断されるため、取付基部がそれ以
上引きちぎられることがなくなり、小さな力での開封が簡便に実施可能となる。
【００１５】
　そして、手段（iii）としては、易開封構造が、取付基部とカットテープが接着されて
いない部分（非接着部）を備えるため、かかる非接着部から取付基部を引きちぎることも
なく、小さな力で開封が簡便に実施可能となる。
【００１６】
　本発明のチャックテープ付き袋は、前記した開封開始部に対してタブを形成して、当該
タブの両側部の延長線の交点がサイドシール部の内側にあるようにしてもよく、また、前
記した開封開始部に対してタブを形成して、当該タブを形成する切り込みにおける引き裂
き開始部の終点が、前記カットテープの内側にあるようにしてもよい。
　かかる本発明によれば、開封開始部に対してタブを形成して、かかるタブの両側部の延
長線の交点がサイドシール部の内部にあるようにするか、かかるタブを形成する切り込み
の引き裂き開始部の終点が、カットテープの内側にあるようにしているので、開封の際に
、例えば下側フィルム等、チャックテープが取り付けられていない他方の包材が内容物側
にまで切れてしまうことを防止することができる。
【００１８】
　本発明のチャックテープ付き袋は、前記したタブを形成する切り込みが開封進行方向に
従って幅狭であり、当該切り込みにおける引き裂き開始部の開封進行方向に対してなす角
が７５度以下であることが好ましい。
　この本発明によれば、開封開始部におけるタブを形成する切り込みが開封進行方向に従
って幅狭となっており、かつ、切り込みにおける開封開始部の開封進行方向に対してなす
角が７５度以下としているので、タブを引き上げて開封した場合にあってもカットテープ
に進行に沿った引き裂きを効率的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　［第１実施形態］
　図１ないし図３は、本発明の第１実施形態に係るチャックテープ付き袋を示した概略図
であって、図１は正面図、図２はタブが形成された開封開始部付近の正面図、図３は図２
のIII－III断面図である。ここで、図１ないし図３中、１はチャックテープ付き袋、１０
は袋体、２０はチャックテープ、２１は雄型ファスナー部、２２は雌型ファスナー部、２
３はカットテープ、２４は開封部、３０は開封開始部、５０は易開封構造、５０ａは易開
封構造である穴明部分、６０はサイドシール部、７０はタブをそれぞれ示している。なお
、図２の矢印は、開封進行方向を示す。
【００２０】
　図１ないし図３に示す本発明のチャックテープ付き袋１は、包材を重ね合わせて周縁を
貼り合わせて形成される袋体１０の一方の内面１１０に対して、互いに嵌合する雄型ファ
スナー部２１と雌型ファスナー部２２を有するチャックテープ２０が取り付けられること
により構成されている。
【００２１】
　この袋体１０を構成する包材としては、単層または多層のフィルムによりなることが好
ましく、例えば、延伸したポリエチレンテレフタレート（ＯＰＥＴ）、延伸したポリプロ
ピレン（ＯＰＰ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）
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、キャストポリプロピレン（ＣＰＰ）等の熱可塑性樹脂からなる単層または多層フィルム
を包材として用いることができる。
【００２２】
　また、これらの熱可塑性樹脂からなる単層または多層のフィルムに対して、アルミニウ
ム蒸着層、アルミニウム箔等を蒸着ないし積層するようにしてもよく、このようにするこ
とにより、フィルムに対してガスバリアー性、遮光性等の諸特性を付与することができる
。
【００２３】
　なお、これらのフィルム等からなる包材を用いて袋体１０を形成するには、図１に示す
ように、２枚の包材を重ね合わせて、その周縁部３辺（うち対向する２辺はサイドシール
部６０となる）を熱溶着（ヒートシール）等により接着して貼り合わせるようにしてもよ
い。また、１枚の包材を折り曲げて重ね合わすようにして、対向する２辺（これらはサイ
ドシール部６０となる）を熱溶着等により接着して貼り合わせるようにしてもよい。
【００２４】
　かかる袋体１０に取り付けられるチャックテープ２０は、図１ないし図３に示すように
、当該袋体１０の開口部１３の内面１１０に対して接着固定されている。ここで、袋体１
０とチャックテープ２０の接着は、熱溶着（ヒートシール）や接着剤を用いて行うように
すればよいが、作業が簡便である等の点で、熱溶着により実施されることが好ましい。
【００２５】
　チャックテープ２０は雄型ファスナー部２１と雌型ファスナー部２２とからなり、この
うち、雄型ファスナー部２１は、略鏃（やじり）形状ないしは略キノコ形状の凸部２１１
、及び後記する雌型ファスナー部２２の取付基部２２２より幅広の取付基部２１２を備え
ており、かかる幅広の取付基部２１２が、上側フィルム１１の裏面（袋体１０の内面１１
０側）に対して熱溶着等されることにより接着固定されている。なお、チャックテープ２
０は咬合状態において、雄型ファスナー部２１及び雌型ファスナー部２２の取付基部２１
２，２２２が重ならないようになっており、咬合される部分に影響することなく、袋体１
０の内面に溶着できる。
【００２６】
　また、雌型ファスナー部２２は、前記した雄型ファスナー部２１を形成する凸部２１１
と嵌合する凹部２２１及び取付基部２２２を備えており、取付基部２２２が上側フィルム
１１の裏面（袋体１０の内面１１０側）に対して熱溶着等により接着固定されている。
【００２７】
　これらの雄型ファスナー部２１及び雌型ファスナー部２２は、成形性や熱溶着性を考慮
して、例えば、低密度ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、あ
るいはこれらの共重合体等のポリオレフィン系樹脂からなるようにすることが好ましく、
これらのポリオレフィン系樹脂を押出成形等の成形手段により連続的に成形することがで
きる。また、雄型ファスナー部２１及び雌型ファスナー部２２を形成する取付基部２１２
，２２２の厚みは、嵌合される凸部２１１及び凹部２２１の嵌合を確保しつつ、チャック
テープ付き袋１の可撓性を良好にするような厚み（例えば、１００～２００μｍ程度）を
適宜決定するようにすればよい。
【００２８】
　チャックテープ付き袋１は、雄型ファスナー部２１と雌型ファスナー部２２の取付基部
２１２，２２２の間に対し、袋体１０を引き裂き開封するカットテープ２３を備えた開封
部２４が形成されている。
　この開封部２４は、本実施形態にあっては、雄型ファスナー部２１が取り付けられる袋
体１０における開口部１３のサイドシール部６０とカットテープ２３の交差する部位に形
成されており、また、このカットテープ２３は、上側フィルム１１の裏面と、雄型ファス
ナー部２１を形成する取付基部２２２の表面との間に接着されている。
【００２９】
　カットテープ２３は、延伸したポリエチレンテレフタレート（ＯＰＥＴ）、延伸したポ
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リプロピレン（ＯＰＰ）、延伸した高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）等から構成されるよ
うにすればよい。また、このカットテープ２３の両面に対して粘着剤等を塗布することに
より、上側フィルム１１の裏面や雄型ファスナー２１の取付基部２１２の表面に対して良
好に接着することができる。
　なお、カットテープ２３の幅は、特に制限はないが、例えば、１～５ｍｍ程度とすれば
、チャックテープ付き袋１の開封を良好に実施することができるため好ましい。
【００３０】
　そして、本実施形態のチャックテープ付き袋１は、袋体１０のサイドシール部６０に対
して形成され、チャックテープ付き袋１を開封するタブ７０（後記参照）が形成されてい
る部分一帯となる開封開始部３０にあっては、カットテープ２３と隣接する取付基部であ
る雄型ファスナー部２１の取付基部２１２に対して、易開封構造５０として穴明部分５０
ａが設けられている。
【００３１】
　ここで、開封開始部３０において、雄型ファスナー部２１に対して配設された易開封構
造５０である穴明部分５０ａの形状は、特に制限はなく、図２に示した略円形状に加えて
、半円形状、楕円形状、多角形状等の任意の形状とすることができる。
【００３２】
　この易開封構造５０としては、かかる穴明部分５０ａのほか、いわゆる弱め線により、
円形状、半円形状、楕円形状、多角形状等の任意の形状を形成するようにしてもよい。
　なお、穴明部分と弱め線で形成された部分を組み合わせて、易開封構造５０を形成する
ようにしてもよい。
【００３３】
　また、チャックテープ付き袋１のサイドシール部６０に形成される開封開始部３０には
、切り込みによりなるタブ７０が形成されている。
　切り込みによりなるタブ７０の形状は、特に制限はないが、つまみ易く、引っ張り上げ
易い形状であることが好ましく、例えば、図４（Ａ）に示されるような略台形状（ハの字
形状）としたり、図４（Ｂ）に示すように、略Ｃ字形状とすることができる。また、これ
以外の任意の形状とすることも問題はない。
【００３４】
　この開封開始部３０に形成されるタブ７０は、当該タブ７０の両側部７０１の延長線の
交点（図４（Ａ）におけるＸ、図４（Ｂ）におけるＹ）が、図４にあるようにチャックテ
ープ付き袋１におけるサイドシール部６０の内側にあることが好ましい。両側部７０１の
延長線の交点Ｘ，Ｙをこのような位置にすることにより、開封の際に、チャックテープ２
０が取り付けられていない他方の包材である下側フィルム１２が、内容物側（例えば、図
１のチャックテープ付き袋１の左側に形成されているサイドシール部６０の右側。同様に
、図４のサイドシール部６０の右側）にまで切れてしまうことを防止することができる。
【００３５】
　また、図４では、タブ７０を形成する引き裂き開始部７０２の切り込みの終点Ｚが、カ
ットテープ２３の外側にある態様を示しているが、かかる終点Ｚがカットテープ２３の内
側にあるようにしてもよい。このように、引き裂き開始部７０２の切り込みの終点Ｚがカ
ットテープ２３の内側にあるようにしても、開封の際に、下側フィルム１２が内容物側（
上と同じ）にまで切れてしまうことを好適に防止することができる。
　なお、引き裂き開始部７０２とは、タブ７０を引っ張った場合に、袋体１０を構成する
包材に対して引き裂きが開始される部分となるタブ７０の切り込みの端部を示す。
【００３６】
　そして、かかるタブ７０を形成する引き裂き開始部７０２の切り込みは、図４に示すよ
うに、開封進行方向に従って幅狭となっており、切り込みの開封進行方向（図２や図４の
矢印方向）に対してなす角が７５度以下であることが好ましく、４５度以下であることが
特に好ましい。このようにすれば、タブ７０を引き上げて開封した場合にあっても、カッ
トテープ２３を引っ張って行う進行方向に沿った開封部２４の引き裂きを効率的に行うこ
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とができる。
【００３７】
　ここで、この角度については、図４に示したタブ７０のように、引き裂き開始部７０２
が略直線状とみなせる場合にあっては、当該引き裂き開始部７０２の延長線をそのまま進
行方法と交差させ、その角度をそのまま用いればよい（図４（Ａ）のθ１及び図４（Ｂ）
のθ２）。
【００３８】
　一方、引き裂き開始部７０２が曲線状である場合には、当該曲線の切り込みの終点Ｚに
対して接線を引き、かかる接線の延長線と進行方法のなす角度が７５度であることが好ま
しく、４５度以下であることが特に好ましい。
【００３９】
　図５に、本実施形態のチャックテープ付き袋１における開封開始部３０付近の構成の模
式図を示した。このように、チャックテープ付き袋１は、上側フィルム１１、雌型ファス
ナー部２２、取付基部２２２、カットテープ２３、雌型ファスナー部２２の取付基部２２
２より幅広の雄型ファスナー部２１の取付基部２１２、及び下側フィルム１２が重ね合わ
されて配置されることになる。
　また、上側フィルム１１の切り込み７０ａと、カットテープ２３と、雄型ファスナー２
１の切り込み７０ｂと、下側フィルム１２の切り込み７０ｃが積層接着等されており、タ
ブ７０を形成することになる。
【００４０】
　かかる構成からなる本実施形態のチャックテープ付き袋１の使用例を、図５及び図６を
用いて説明すると、まず、使用者がこのチャックテープ付き袋１から内容物を最初に取り
出すにあっては、開封開始部３０に形成されているタブ７０の先端を引っ張って、チャッ
クテープ付き袋１の上側フィルム１１に対して開口部を形成するようにする（図６（Ａ）
）。
【００４１】
　一方、このようにしてタブ７０を引っ張る場合にあっては、接着された上側フィルム１
１、カットテープ２３、及び雄型ファスナー部２１の取付基部２１２、下側フィルム１２
が同時に引っ張られることになるが、雄型ファスナー２１の取付基部２１２には、易開封
構造５０として穴明部分５０ａが形成されているため、雄型ファスナー部２１の取付基部
２１２が引きちぎられることはなく、開封開始部３０のカットテープ２３と上側フィルム
１１、下側フィルム１２が引き裂かれて、次いでカット進行して開口部が形成されること
となる（図６（Ｂ））。そして、この手段によれば、開口部を形成するために必要とする
力を極力小さくすることができ、開封を容易に実施することができることとなる。
【００４２】
　その結果、使用者は雄型ファスナー部２１の凸部２１１と雌型ファスナー部２２の凹部
２２１の嵌合を解除すれば、袋体１０は開放状態となり、雄型ファスナー部２１の凸部２
１１と雌型ファスナー部２２の凹部２２１を咬合させれば、袋体は封止状態となる。
【００４３】
　本実施形態のチャックテープ付き袋１の製造方法の一例を説明すると、まず、雄型ファ
スナー部２１及び雌型ファスナー部２２を押出成形等により成形した後、雄型ファスナー
部２１の取付基部２１２に対して易開封構造５０である穴明部分５０ａを形成する。
【００４４】
　この雄型ファスナー部２１及び雌型ファスナー部２２を嵌合させた状態で、袋体１０を
構成する包材上に供給して、熱溶着等により、袋体１０と両ファスナー部２１、２２の熱
溶着固定を行うとともに、両ファスナー部２１，２２を熱固定した位置の中間で、カット
テープ２３を袋体１０に貼付する。
【００４５】
　このようにして包材に対して雄型ファスナー部２１及び雌型ファスナー部２２が溶着固
定されたら、もう１枚の包材を重ね合わせて、包材の周縁のうち底部を熱溶着等により接
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着し、また、両サイドを熱溶着等により接着してサイドシール部６０を形成するようにし
て、開口部１３を除いた３方が接着されたチャックテープ付き袋１となる。
　そして、必要により開口部１３から内容物を袋体１０の内部に充填した後、開口部１３
を熱溶着等により接着すれば、内容物を充填した密閉状態のチャックテープ付き袋１とな
る。
【００４６】
　前記したような本実施形態のチャックテープ付き袋によれば、次のような効果を得るこ
とができる。
（１）チャックテープ付き袋１のサイドシール部６０に対して形成された開封開始部３０
の、雄型ファスナー部２１の取付基部２１２に対して易開封構造５０として取付基部２１
２の開封開始部３０に対応する部分に対して穴明部分５０ａや弱め線で形成された部分を
設けるようにしているので、カットテープ２３を引き上げて袋体１０を引き裂き開封する
場合にあっても、このカットテープ２３と接する雄型ファスナー部２１の取付基部２１２
を引きちぎる必要がなくなり、小さな力で開封を実施することができ、容易に開封を行う
ことができるチャックテープ付き袋１を提供可能とする。
【００４７】
（２）開封開始部３０に対してタブ７０を形成して、かかるタブ７０の両側部７０１の延
長線の交点がサイドシール部６０の内部にあるようにするか、かかるタブ７０を形成する
切り込みからなる引き裂き開始部７０２の終点が、カットテープ２３の内側にあるように
しているので、開封の際に、下側フィルム１２が内容物側にまで切れてしまうことを防止
することができる。
【００４８】
（３）開封開始部３０におけるタブ７０を形成する切り込みが開封進行方向に従って幅狭
であり、切り込みにおける引き裂き開始部７０２の開封進行方向に対してなす角が７５度
以下としているので、タブ７０を引き上げて開封した場合にあってもカットテープ２３に
進行に沿った引き裂きを効率的に行うことができる。
【００４９】
　［第２実施形態］
　次に、本発明のチャックテープ付き袋１の第２実施形態について、図面を用いて説明す
る。
　前記した第１実施形態にあっては、チャックテープ付き袋１の開封開始部に形成される
易開封構造５０は、雄型ファスナー部２１の取付基部２１２に対して穴明部分５０ａを形
成してなるものであった。
【００５０】
　これに対して、第２実施形態のチャックテープ付き袋２は、図７に示すように、当該穴
明け部分が、開封開始部３０において、雄型ファスナー部２１の取付基部２１２のほか、
下側フィルム１２にも形成されている点で相違する
　なお、以下の説明では、既に第１実施形態で説明した部分又は部材と同様な部材等につ
いては、同一符号を付して、その説明を省略している。
【００５１】
　図７は、本発明の第２実施形態におけるチャックテープ付き袋２の開封開始部３０付近
の構成を示した模式図である。
　図７の構成を図５（第１実施形態）の構成と比較すると、本実施形態のチャックテープ
付き袋２は、上側フィルム１１、雌型ファスナー部２２の取付基部２２２、カットテープ
２３、雌型ファスナー部２２より幅広の雄型ファスナー部２１の取付基部２１２、下側フ
ィルム１２が重ね合わされて配置されることになることについては第１実施形態のチャッ
クテープ付き袋１と同様であるが、雄型ファスナー部２１の取付基部２１２と同様に、下
側フィルム１２の開封開始部３０に対しても穴明部分５０ｂが形成されている構成となる
点で異なる。
【００５２】
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　前記した図５または図６に示したように、チャックテープ付き袋１の開封開始部３０に
対して切り込みによりタブ７０を形成する場合にあっては、下側フィルム１２に対しても
タブ７０が形成される場合が多く、タブ７０の先端を引っ張るにあっては、当該下側フィ
ルム１２に形成されたタブ７０をも含めて引っ張ることとなる場合が多い。
【００５３】
　図８は、第２実施形態のチャックテープ付き袋の開封状態を示した模式図であるが、こ
のようにしてタブ７０を引っ張った場合には、接着された上側フィルム１１、カットテー
プ２３、雄型ファスナー部２１の取付基部２１２、及び下側フィルム１２のタブ７０が同
時に引っ張られることになる一方（図８（Ａ））、本実施形態のチャックテープ付き袋２
における、雄型ファスナー２１の取付基部２１２及び下側フィルム１２には、易開封構造
５０として穴明部分５０ｂが形成されているため、当該穴明部分５０ｂ以降にあっては雄
型ファスナー部２１の取付基部２１２と下側フィルム１２が引きちぎられることはなく、
カットテープ２３と上側フィルム１１のみが引き裂かれて開口部が形成されることとなる
のである（図８（Ｂ））。
【００５４】
　このような本実施形態のチャックテープ付き袋２によれば、前記した第１実施形態のチ
ャックテープ付き袋１による効果（１）～（３）に加えて、以下の効果を奏することがで
きる。
（４）易開封構造である穴明部分５０ｂをチャックテープ２０が取り付けられていない下
側フィルム１２の開封開始部３０に対しても設けるようにしているので、当該下側フィル
ム１２が内容物側まで切れてしまうことを好適に防止できるとともに、最初の開封におい
て必要な力を更に小さくすることができる。
【００５５】
　なお、以上説明した態様は、本発明の一態様を示したものであって、本発明は、前記し
た実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的及び効果を達成できる範囲内での変
形や改良が、本発明の内容に含まれるものであることはいうまでもない。また、本発明を
実施する際における具体的な構造及び形状等は、本発明の目的及び効果を達成できる範囲
内において、他の構造や形状等としても問題はない。
【００５６】
　例えば、前記した実施形態では、易開封構造５０の具体例として、穴明部分５０ａ，５
０ｂを形成した例を示したが、これには限定されず、穴明部分５０ｂを形成する代わりに
、当該穴明け部分５０ｂに相当する位置で下側フィルム１２とカットテープ１０が接着さ
れていない部分（非接着部５１）を備えることにより形成されるようにしてもよい。
【００５７】
　図９は、本発明のチャックテープ付き袋１における、タブ７０が形成された開封開始部
３０付近の他の態様を示した正面図であり、易開封構造５０が、雄型ファスナー部２１の
取付基部２１２とカットテープ２３が接着されていない部分（非接着部５１）により構成
される態様を示したものである。
　図９に示すように、開封開始部３０に対して非接着部５１を設けるようにすれば、カッ
トテープ２３を引っ張って開封を行う場合であっても、下側フィルム１２を引きちぎるこ
とがなくなるため、前記した第１実施形態や第２実施形態のチャックテープ付き袋１，２
と同様な効果を奏することが可能となり、小さな力で開封することができる。
【００５８】
　また、易開封構造５０の他の例としては、図示しないが、開封開始部３０における雄型
ファスナー部２１の厚みを他の部分よりも薄くするような構成としてもよく、このような
構成によっても、カットテープ２３を引き上げて袋体１０を引き裂き開封する場合に、か
かる厚みが薄い部分から取付基部２１２が好適に破断されることとなり、取付基部２１２
がそれ以上引きちぎられず、小さな力での開封が簡便に実施可能となる。
【００５９】
　そして、前記した実施形態では、袋体１０のサイドシール部６０に対して形成された開
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封開始部３０にあって、カットテープ２３と隣接する雄型ファスナー部２１を構成する取
付基部２１２に対して易開封構造５０（５０ａ等）が設けられている態様を示したが、こ
れには限定されず、カットテープ２３と雌型ファスナー２２とを隣接する構成を採用して
もよい。また、この場合にあっては、両ファスナー部２１，２２の取付基部２１２，２２
２について、雌型ファスナー部２２の取付基部２２２を雄型ファスナー部２１の取付基部
２１２より幅広にすることが好ましい。
　その他、本発明の実施における具体的な構造及び形状等は、本発明の目的を達成できる
範囲で他の構造等としてもよい。
【実施例】
【００６０】
　次に、実施例及び比較例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの
実施例等の記載内容に何ら制約されるものではない。
【００６１】
　［実施例１］
　下記の手段により、前記した図１ないし図３（第１実施形態）に示したチャックテープ
付き袋１を製造した。
　まず、低密度ポリエチレン樹脂（メルトフローレート（ＭＦＲ）　１．５ｇ／１０分（
ＪＩＳ　Ｋ７２１０　２３０℃、２１．２Ｎ荷重）、密度　９２６ｋｇ／ｍ３、）を用い
て、雄型ファスナー部２１及び雌型ファスナー部２２からなるチャックテープ２０を製造
した。なお、雄型ファスナー部２１の取付基部２１２に対しては、図２、図３に示すよう
な穴明部分５０ａを形成するようにした。
【００６２】
　次に、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（厚み　１２μｍ）と直鎖状低密
度ポリエチレンフィルム（厚み　５０μｍ）をドライラミネートした積層フィルムを包材
として用い、上側フィルム１１の裏面に対して、両面に対して熱硬化型接着剤を塗布した
二軸延伸したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）テープ（幅　３ｍｍ、厚み　１２μ
ｍ）をカットテープ２３として装着した後、前記したチャックテープ２０を、上側フィル
ム１１の裏面と雄型ファスナー部２１の取付基部２１１とを、カットテープ２３と穴明部
分５０ａが重なるようにして熱溶着した。そして、包材の周縁を熱溶着してヒートシール
部（両端の対向する２辺はサイドシール部６０）を形成することにより、本発明のチャッ
クテープ付き袋１を得た。
【００６３】
　なお、開封開始部３０に形成されるタブ７０の形状は、図４（Ｂ）の形状（Ｃ型タブ）
に準じ、当該Ｃ型タブの引き裂き開始部と進行方向のなす角度がθ２を７０度になるよう
にした。また、図４（Ｂ）の交点Ｙが、サイドシール部６０の内側にあるようにした。
【００６４】
　［実施例２］
　実施例１のチャックテープ付き袋において、Ｃ型タブの引き裂き開始部のなす角度θ２

を７０度から４０度となるようにした以外は実施例１と同様にして、本発明のチャックテ
ープ付き袋１を得た。
【００６５】
　［実施例３］
　実施例１のチャックテープ付き袋において、下側フィルム１２に対しても、雄型ファス
ナー部２１の取付基部２１２と同様に穴明部分５０ｂを形成するようにした（図７、図８
に示した第２実施形態）以外は実施例１と同様な方法を用いて、本発明のチャックテープ
付き袋２を得た。
【００６６】
　［実施例４］
　実施例１のチャックテープ付き袋において、図９に示すように、雄型ファスナー部２１
の穴明け部分５０ａの位置をシールしないで、開封開始部３０に非接着部５１を設けてサ
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イドシール部６０を形成した以外は、実施例１と同様な方法を用いて、本発明のチャック
テープ付き袋１を得た。
【００６７】
　［比較例１］　
　実施例１のチャックテープ付き袋において、雄型ファスナーの取付基部に対して易開封
構造である穴明部分を形成しない以外は、実施例１と同様の方法を用いて、チャックテー
プ付き袋を得た。
【００６８】
　［試験例１］
　実施例１ないし４及び比較例１で得られたチャックテープ付き袋について、下記の条件
により、「開封時の抵抗感」「開封時の抵抗値」及び「開封時のフィルム切れの有無」を
確認し、比較・評価した。結果を表１に示す。
【００６９】
　（ 開封時の抵抗感 ）
　チャックテープ付き袋のタブ部を手で掴んで開封した場合における抵抗感を下記の判定
基準に従って判定した。
【００７０】
　（ 判定基準 ）
　　　判　定　　　　　　　　内　　容
　　　　◎　　　　　　　　抵抗が全くなく、非常に開けやすい。
　　　　○　　　　　　　　抵抗がなく、開けやすい。
　　　　×　　　　　　　　抵抗があり、開けにくい。
【００７１】
　（ 開封時の抵抗値 ）
　チャックテープ付き袋のタブ部を市販のデジタルフォースゲージで掴んで開封した場合
における抵抗値（Ｎ）を測定した。
【００７２】
　（ 開封時のフィルム切れの有無 ）
　チャックテープ付き袋のタブ部を手で掴んで開封した場合における内容物側フィルム（
下側フィルム）の切れの有無を確認した。
【００７３】
　（ 結　果 ）
【表１】

【００７４】
　表１の結果から分かるように、開封開始部に易開封構造を備えた実施例１ないし実施例
４のチャックテープ付き袋は、開封時の抵抗感も良好であり、非常に開封しやすいもので
あった。また、開封時の抵抗値も小さく、特に、Ｃ型タブの引き裂き開始部のなす角度θ

２を４０度となるようにした実施例２、下側フィルムにも穴明部分を設けた実施例３、及
び易開封構造として非接着部を配設した実施例４の結果が優れていた。そして、実施例１
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ないし実施例４のチャックテープ付き袋は、開封時の内容物側のフィルムの切れも認めら
れなかった。従って、本発明のチャックテープ付き袋が、小さな力で開封を実施すること
ができ、容易に開封を行うことができることが確認できた。
【００７５】
　一方、易開封構造を備えない比較例１は、開封時に抵抗があり、非常に開封しにくいと
ともに、開封時の抵抗値も大きかった。また、開封時にあっては、内容物側のフィルムの
切れが認められ、実施例のチャックテープ付き袋と比較すると開封性能に大きく劣るもの
であった。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明のチャックテープ付き袋は、粉体、食料品、医薬品、電子部品、事務用品等の各
種物品を密封包装するための包装材料として、ガゼット袋、ピロー袋など袋の形状を問わ
ず広く利用することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第１実施形態のチャックテープ付き袋を示した正面図である。
【図２】図１において、タブが形成された開封開始部付近の正面図である。
【図３】図２のIII－III断面図である。
【図４】開封開始部に形成されたタブの形状を示した概略図である。
【図５】第１実施形態のチャックテープ付き袋における開封開始部付近の構成を示した模
式図である。
【図６】第１実施形態のチャックテープ付き袋の開封状態を示した模式図である。
【図７】本発明の第２実施形態のチャックテープ付き袋における開封開始部付近の構成を
示した模式図である。
【図８】第２実施形態のチャックテープ付き袋の開封状態を示した模式図である
【図９】本発明のチャックテープ付き袋において、タブが形成された開封開始部付近の他
の態様を示した正面図である。
【図１０】従来のチャックテープ付き袋の開封開始部付近を示した正面図である。
【図１１】図１０のXI－XI断面図である。
【符号の説明】
【００７８】
　　　１，２　　チャックテープ付き袋体
　　１０　　　　袋体
　　１１　　　　上側フィルム
　　１２　　　　下側フィルム
　　１３　　　　開口部
　　２０　　　　チャックテープ
　　２１　　　　雌型ファスナー部
　　２２　　　　雌型ファスナー部　　
　　２３　　　　カットテープ
　　２４　　　　開封部
　　３０　　　　開封開始部
　　５０　　　　易開封構造
　　５０ａ，５０ｂ　穴明部分
　　５１　　　　非接着部
　　６０　　　　サイドシール部
　　７０　　　　タブ
　２１１　　　　凸部
　２１２　　　　取付基部
　２２１　　　　凹部
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　２２２　　　　取付基部
　７０１　　　　両側部
　７０２　　　　引き裂き開始部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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