
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カートンと、
カートン内に配置され内容物が収納される内袋と、
カートンの一面に取付けられた注出口とを備え、
前記内袋はカートンの注出口取付面の略全領域と、注出口取付面に隣接する一対の対向側
面のうち注出口側の略半分の領域に、貼り付けにより固定され、
さらに前記内袋は、

を特徴とするバッグイ
ンカートン。
【請求項２】
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カートンにおける注出口から最も離れた一辺の近傍部分であって注出
口から最も離れた部分がカートンに点付けにより固定され、
　カートンのうち、内袋の点付け部分の外周であって注出口に近い部分にハーフカットを
設け、このハーフカットにより内袋の剥離の切れを確実にしたこと

カートンブランクと、
　カートンブランク上に配置された内袋とを備え、
　前記内袋はカートンブランクの注出口取付面パネルの略全域と、
　注出口取付面パネルに隣接する一対の側面パネルのうち注出口側の略半分の領域に、貼
り付けにより固定され、
さらに前記内袋はカートンブランクの注出口取付面パネルに対向するパネル側の４隅が点
付けにより固定され、



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はカートン内面に内袋を貼り付けてなるバッグインカートンおよびカートンブラン
ク体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、液体包装容器としてカートン内面に内袋を貼り付けてなるバッグインカートン（Ｂ
ＩＣ）が使用されている。通常、ＢＩＣのカートンは、平坦な底面及び頂面と、その間の
平坦な４側面とを有する直方体形状をなしており、内袋はカートンの４側面の内面に貼り
付けられている。このＢＩＣは、一般にジュース、酒等の粘度の低い液体包装用として使
用されており、内容物を注出口から取り出す際は、内容物の排出に伴い、内袋がカートン
内で変形するようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＢＩＣはカートン内面に内袋を貼り付けて構成されているが、内袋の貼り付け
位置によってはＢＩＣの組立て時に内袋の成形がうまくいかなかったり、また内袋内に内
容物を十分に充てんすることができなかったりすることがある。
【０００４】
また内袋の貼り付け位置によっては、注出口からの取り出し時に内容物が内袋内に残留し
てしまうこともある。
【０００５】
本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、内袋の貼り付け位置を適切に行っ
てＢＩＣの組立てを精度良く行うことができるとともに、内容物の充てんおよび取り出し
を確実に行うことができるバッグインカートンおよびカートンブランク体を提供すること
を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】

カートンと、カートン内に配置され内容物が収納される内袋と、カートンの一
面に取付けられた注出口とを備え、前記内袋はカートンの注出口取付面の略全領域と、注
出口取付面に隣接する一対の対向側面のうち注出口側の略半分の領域に、貼り付けにより
固定され、さらに前記内袋は、

を特徴とするバッグインカートンである。
【０００９】

カートンブランクと、カートンブランク上に配置された内袋とを備え、前記内
袋はカートンブランクの注出口取付面パネルの略全域と、注出口取付面パネルに隣接する
一対の側面パネルのうち注出口側の略半分の領域に、貼り付けにより固定され、さらに前
記内袋はカートンブランクの注出口取付面パネルに対向するパネル側の４隅が点付けによ
り固定され、

を
特徴とするカートンブランク体である。
【００１１】
【作用】

によれば、内袋は
内容物の充て
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カートンブランクのうち、内袋の点付け部分の外周であって注出口に近い部分にハーフカ
ットを設け、このハーフカットにより内袋の剥離の切れを確実にしたことを特徴とするカ
ートンブランク体。

本発明は、

カートンにおける注出口から最も離れた一辺の近傍部分で
あって注出口から最も離れた部分がカートンに点付けにより固定され、カートンのうち、
内袋の点付け部分の外周であって注出口に近い部分にハーフカットを設け、このハーフカ
ットにより内袋の剥離の切れを確実にしたこと

本発明は、

カートンブランクのうち、内袋の点付け部分の外周であって注出口に近い部
分にハーフカットを設け、このハーフカットにより内袋の剥離の切れを確実にしたこと

本発明 カートンにおける注出口から最も離れた一辺の近傍部分であって
注出口から最も離れた部分がカートンに点付けにより固定されているので、



ん時に注出口から内袋の空気を吸引する際、注出口から最も離れた部分が最後までその形
を維持する。その後、注出口から最も離れた部分がカートンから剥離して注出口側へ向っ
て移動するので、吸引時において内袋内に残留空気を残すことなく、確実な吸引を行うこ
とができる。
【００１２】

内袋の点付け部分の外周であって にハーフカットを設けたので
、ハーフカットにより内袋の剥離の切れを確実にすることができる。
【００１４】

によれば、内袋はカートンブランクの注出口取付パネルの略全域および注出口取付
パネルに対向するパネル側の４隅において点付けにより固定されているので、カートンブ
ランクを箱状に組立てる際、内袋を角柱状に精度良く成形することができる。
【００１５】

内袋の点付け部分の外周であって ハーフカットを設けたので
、ハーフカットにより内袋の剥離の切れを確実にすることができる。
【００１６】
【実施例】
以下、図面を参照して本発明の実施例について説明する。図１乃至図５は本発明の一実施
例を示す図である。まず図４および図５によりバッグインカートン（ＢＩＣ）の概略につ
いて説明する。このうち図４は本発明によるＢＩＣの概略断面を示すもので、（ａ）は内
容物を満たした状態を、（ｂ）はその内容物を吸い出した状態を示している。図５はその
ＢＩＣの概略斜視図である。図４、図５において、ＢＩＣ１は、外容器を構成するカート
ン２と、その内部に収容された内袋３を有しており、その内袋３内にインキ等の液体４が
収容されている。カートン２は直方体状をなし、平坦な矩形状の底面２ａと、その周囲に
直立する平坦な前面２ｂ、両側面２ｃ、２ｄ及び後面２ｅと、平坦な頂面２ｆを有してい
る。
【００１７】
カートン２の前面２ｂの下端には、内袋３に連通するように注出口５が取り付けられ、且
つキャップ６で閉じられている。この注出口５は、内袋３内に延びる筒状部５ａを有して
おり、その筒状部５ａの側面に液体を通過させるための溝状の通路５ｂが形成されている
。この通路５ｂを形成したことにより、例え、筒状部５ａの先端が内袋３で塞がれたとし
ても、内容物４を注出口５に吸い込むことが可能である。
【００１８】
内袋３はカートン２の内面に対して一部が貼り付けられ、動かないように固定されている
。
【００１９】
すなわち、後述のように内袋３は、カートン２の前面（注出口取付面）２ｂの略全域およ
び、前面に隣接する一対の対向側面２ｃ、２ｄのうち注出口５側の略半分の領域に貼り付
けされて固定されている（図１乃至図３）。
【００２０】
次に図１乃至図３により内袋の貼り付け位置についてＢＩＣの製造工程に沿って説明する
。
【００２１】
まず図１に示す形状の紙製カートンブランク２′が作成され、このカートンブランク２′
上にプラスチック製の内袋３が配置される。次に内袋３がエマルジョンによりカートンブ
ランク２′に貼り付けられて、カートンブランク体が構成される。
【００２２】
図１において、エマルジョンの塗布領域が示されている。すなわち、図１において、エマ
ルジョンはカートンブランク２′のパネル２ｂ′（前面２ｂに対応するパネル）の略全域
１４、およびパネル２ｃ′，２ｄ′（側面２ｃ，２ｄに対応するパネル）のうち注出口５
側の略半分の領域１５，１６に塗布されている。
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しかも、 注出口に近い部分

本発明

しかも、 注出口に近い部分に



【００２３】
さらにエマルジョンは、カートンブランク２′のうちパネル２ｅ′（後面２ｅに対応する
パネル）のパネル２ｃ′側上方部分１７ａ、パネル２ｃ′のパネル２ｅ′側下方部分１７
ｂ、パネル２ｄ′に隣接する糊代パネル１２の上方部分１７ｃ、およびパネル２ｄ′の糊
代パネル１２側下方部分１７ｄにも各々塗布されている。
【００２４】
このように塗布部分１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄにエマルジョンを塗布することによ
り、前面（注出口取付面）２ｂのパネル２ａ′に対向するパネル２ｅ′側において、その
４隅に内袋３を点付けにより貼り付け固定することができる。このように内袋３はパネル
２ａ′の略全域１４および塗布部分１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄにエマルジョンによ
り固定されているので、カートンブランク２′を箱状に組立てる際、内袋３はパネル２ａ
′およびパネル２ｅ′により角柱状に精度良く成形される。このため精度の良いＢＩＣを
作製することができる。
【００２５】
なお、塗布部分１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄは、各々隣接するパネルの近接位置に移
動させてもよい。例えば塗布部分１７ａをパネル２ｃ′のパネル２ｅ′側上方部分に移動
させてもよく、塗布部分１７ｂをパネル２ｅ′のパネル２ｃ′側下方部分に移動させても
よい。
【００２６】
また、塗布部分１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄの外周であって、注出口５側部分にはハ
ーフカット１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄがカギ形状に形成されている。このハーフカ
ット１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄは、内袋３が塗布部分１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１
７ｄから剥離する場合、内袋３の剥離方向と交差する部分であり、内袋３の剥離に伴って
発生するカートン２の破断を停止させるものである。
【００２７】
上述したエマルジョンとしては、例えば、酢酸ビニル系、アクリル共重合体系、酢酸ビニ
ル・アクリル共重合体系、変性アクリル酸エステル共重合体系等のエマルジョン型接着剤
のようなものが挙げられる。
【００２８】
次にカートンブランク２′が箱状に組立てられ、カートンブランク２′に注出口取付穴が
形成されて注出口５が取付けられる。この場合、図２に示すようにエマルジョンの塗布部
分１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄのうち、塗布部分１７ｂ，１７ｄから内袋３が剥離さ
れる。同時に、カートンブランク２′のパネル２１に、内袋３がホットメルトにより点付
けされる。図２において、パネル２１のホットメルトの塗布部分２５ｂが示されている。
また図２において、パネル２１とパネル２４が折畳まれ、次にパネル２１がパネル２２に
、塗布部分２５ｃに塗布されたホットメルトにより固定され、さらにパネル２２がパネル
２３に塗布部分２５ｄに塗布されたホットメルトにより固定され、このようにして底面２
ａが形成される。またホットメルトとしては、例えば、エチレン・酢酸ビニル共重合体系
、ポリ酢酸ビニル系、ポリアミド系、ポリエチレン系、スチレン・ブタジェン共重合体系
、スチレン・イソブレン共重合体系、ポリイソブレチン系、ポリエステル系等のホットメ
ルト型接着剤が用いられる。
【００２９】
このように内袋３はパネル２１に固定されるとともに、パネル２１がパネル２２およびパ
ネル２３に固定されているので、内袋３は注出口取付面２ｂの注出口５側に隣接する底面
２ａに固定されることになり、また底面２ａはパネル２１，２２，２３により変形するこ
となくその形を維持することができる。このため注出口５から内容物を取り出す際、注出
口５近傍において内袋３がその形状を維持することができる。このため内容物の取り出し
時に、内袋３が注出口５近傍で変形して内容物が残留してしまうことはない。
【００３０】
また図２において、パネル２６，２７，２８，２９が、パネル２９が上方にくるようにし
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て折畳まれ、パネル２９の塗布部分２５ａに塗布されたホットメルトによりパネル２６，
２７，２８，２９が固定されて頂面２ｆが形成される。
【００３１】
次にこのようにしてカートンブランク２′が組立てられ、次に組立てられたＢＩＣ１内に
内容物が充てんされる。
【００３２】
内容物４を充てんする前の内袋３の貼り付け状態を図２に示し、充てん後の内袋３の貼り
付け状態を図３に示す。
【００３３】
上述のようにカートンブランクの組立時に、エマルジョンの塗布部分１７ａ，１７ｂ，１
７ｃ，１７ｄのうち、塗布部分１７ｂ，１７ｄから内袋３が剥離されるので、図２に示す
ように内袋３はパネル２ｅ′および糊代パネル１２の塗布部分１７ａ，１７ｃによりカー
トン２内に貼り付けられている。このようにパネル２ｅ′および糊代パネル１２の塗布部
分１７ａ，１７ｃにより内袋３がカートン２に貼り付けられているので、内袋３は注出口
５から最も離れた部分であって、内袋３の移動方向Ｌ（図４参照）と直交する部分がカー
トン２に固定されることになる。
【００３４】
次に内容物４の充てんにあたっては、まず注出口５から内袋３内の空気が吸引される。こ
の空気の吸引によって内袋３が移動方向Ｌに向って移動するとともに変形し、内袋３の移
動部分が、内袋３の固定部分内側に入り込む。
【００３５】
この場合、内袋３のうち注出口５から最も離れた部分であって内袋３の移動方向Ｌと直交
する部分がカートン２に固定されているので、内袋３が変形する場合にこの注出口５から
最も離れた部分が最後まで内袋３に貼付けられ、その形を維持する。その後内袋３は、塗
布部分１７ａ，１７ｃから剥離し、注出口５側へ向って移動する。
【００３６】
このように、内袋３の吸引時に、内袋３のうち注出口５から最も離れた部分の形を維持し
ておくことにより、内袋３内の吸引時に残留空気が残ることなく確実な吸引を行うことが
できる。
【００３７】
吸引作業が終了した後、内袋３内に注出口５から内容物４が充てんされ、内袋３の貼り付
け状態は図３に示すような状態となる。
【００３８】
内容物４を満たしたＢＩＣ１の使用に際しては、図４（ａ），（ｂ）に示すように、ＢＩ
Ｃ１をほぼ直立した状態で印刷機等にセットし、注出口５を吸引装置（図示せず）に接続
し、注出口５から内容物４を吸引する。この際、内袋３の、注出口側とは反対側の約半分
の部分がカートン２内面に貼り付けられていないため、内容物の吸い出しに連れて、その
可動部分が図４（ｂ）に二点鎖線１１ａ，１１ｂ，１１ｃ等で示すように変形してゆき、
内袋内に空気を入れることなく内容物が取り出される。そして、最終的には、内袋３の可
動部分がカートン内面に貼り付けられている約半分の固定部分の中にはまり込む状態とな
り、ほぼ全部の内容物が注出口５から取り出される。
【００３９】
次に本発明の他の実施例について、図６乃至図８により説明する。図６乃至図８に示す実
施例は、パネル２ｂ′のエマルジョンの塗布領域、および底面２ａおよび頂面２ｆを構成
するパネルの位置が異なるのみであり、他は図１乃至図５に示す実施例と略同一である。
【００４０】
すなわち、図１乃至図５において、パネル２ｂ′の略全域に内袋３を貼り付ける例を示し
たが、図６乃至図８に示すように、エマルジョンをパネル２ｂ′に３箇所１４ａ，１４ｂ
，１４ｂに分けて塗布してもよい。このように、エマルジョンをパネル２ｂ′に３箇所１
４ａ，１４ｂ，１４ｂに分けて塗布することにより、このエマルジョンによって内袋３を
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パネル２ｂ′の略全域に固定することができる。さらに、パネル２ｂ′にかかる荷重を減
らすことができる。
【００４１】
また、図６乃至図８に示すように底面２ａを構成するパネル２１，２２，２３，２４のう
ち、パネル２２とパネル２３の位置を、図１乃至図５に示す実施例に対して入れかえても
よい。さらに頂面２ｆを構成するパネル２６，２７，２８，２９のうちパネル２７とパネ
ル２９の位置を、図１乃至図５に示す実施例に対して入れかえてもよい。
【００４２】
【発明の効果】

発明によれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるＢＩＣを製造する前のカートンブランク体を示す平面図。
【図２】ＢＩＣの内容物充てん前における内袋の貼り付け位置を示す図。
【図３】ＢＩＣの内容物充てん後における内袋の貼り付け位置を示す図。
【図４】ＢＩＣの断面図。
【図５】ＢＩＣの斜視図。
【図６】本発明の変形例を示す図１に対応する図。
【図７】本発明の変形例を示す図２に対応する図。
【図８】本発明の変形例を示す図３に対応する図。
【符号の説明】
１　ＢＩＣ
２　カートン
２ａ　底面
２ｂ　前面
２ｃ，２ｄ　側面
２ｅ　後面
２ｆ　頂面
２′　カートンブランク
２ｂ′，２ｃ′，２ｄ′，２ｅ′　パネル
３　内袋
５　注出口
１４，１５，１６，１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄ　エマルジョンの塗布部分
２１，２２，２３，２４，２６，２７，２８，２９　パネル
２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄ　ホットメルトの塗布部分
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本 内袋の点付け部分の外周であって注出口に近い部分に設けられたハーフ
カットにより、内袋の剥離の切れを確実にすることができる。このため、内袋の剥離作用
を容易かつ確実に行うことができる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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