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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
構成体を形成するためのブランクであって、該ブランクは、
複数の隣接したパネルと前記隣接したパネルのうちの少なくとも１つのパネルの少なくと
も一部を覆うマイクロ波エネルギー相互作用要素とを備え、それぞれのパネルが第１の方
向に延在する第１の寸法と、前記第１の方向に垂直な第２の方向に延在する第２の寸法と
を有し、前記隣接した複数のパネルは前記第２の方向に延在する第１の周囲端を含む該ブ
ランクの複数の周囲端を画定しており、
前記隣接したパネルを横切って前記第２の方向に延在する横断開裂線と、前記横断開裂線
に接する斜開裂線と、前記斜開裂線に隣接するカットアウトとによって少なくとも部分的
に画定される着脱可能部位を含む、ブランク。
【請求項２】
前記カットアウトは前記第１の周囲端から内方に延在する、請求項１に記載のブランク。
【請求項３】
前記カットアウトはタブを少なくとも部分的に画定する、請求項１または２に記載のブラ
ンク。
【請求項４】
前記タブは前記第１の周囲端に隣接する、請求項３に記載のブランク。
【請求項５】
前記斜開裂線は前記タブと前記横断開裂線の間に延在する、請求項３または４に記載のブ
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ランク。
【請求項６】
前記複数のパネルが、
メインパネルと、
前記メインパネルに結合する第１の副パネルと、
前記メインパネルに結合する第２の副パネルと、
前記第１の副パネルに結合する第１の主パネルと、
前記第２の副パネルに結合する第２の主パネルと、を備え、
前記メインパネル、前記第１の副パネル、前記第２の副パネル、前記第１の主パネル、お
よび前記第２の主パネルが、それぞれ前記第１の方向に延在する複数の平行な各折り線に
沿って互いに結合し、
前記カットアウトが前記第２の副パネル内に少なくとも部分的に配置される、請求項１乃
至５のいずれか１項に記載のブランク。
【請求項７】
前記カットアウトは、前記タブと前記第２の主パネルの間に延在する、請求項６に記載の
ブランク。
【請求項８】
前記第２の副パネルは前記第２の方向に延在する折り線を含み、前記カットアウトは、前
記タブと前記折り線の間に延在する、請求項６に記載のブランク。
【請求項９】
前記カットアウトは、前記複数の隣接したパネルのうちの少なくとも一つのパネル内で、
前記第１の周囲端から遠位に配置される、請求項１に記載のブランク。
【請求項１０】
前記斜開裂線は第１の斜開裂線であり、
前記着脱可能部位は第２の斜開裂線によってさらに画定される、請求項９に記載のブラン
ク。
【請求項１１】
前記第１の斜開裂線および前記第２の斜開裂線は前記カットアウトに向かって収束するよ
うに延在する、請求項１０に記載のブランク。
【請求項１２】
前記第１の斜開裂線は前記カットアウトと前記横断開裂線の間に延在し、前記第２の斜開
裂線は前記カットアウトと前記ブランクの前記第１の周囲端との間に延在する、請求項１
０または１１に記載のブランク。
【請求項１３】
前記複数のパネルが、
メインパネルと、
前記メインパネルに結合する第１の副パネルと、
前記メインパネルに結合する第２の副パネルと、
前記第１の副パネルに結合する第１の主パネルと、
前記第２の副パネルに結合する第２の主パネルと、を備え、
前記メインパネル、前記第１の副パネル、前記第２の副パネル、前記第１の主パネル、お
よび前記第２の主パネルが、それぞれ前記第１の方向に延在する複数の平行な各折り線に
沿って互いに結合し、
前記カットアウトが前記第２の副パネル内に少なくとも部分的に配置され、
前記メインパネルは前記第１の斜開裂線および前記第２の斜開裂線の各々の少なくとも一
部分を含む、請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載のブランク。
【請求項１４】
前記カットアウトは前記メインパネル内にさらに配置される、請求項１３に記載のブラン
ク。
【請求項１５】
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前記複数のパネルは、
弓形の折り線に沿って前記メインパネルに結合されているレンズ形状のエンドパネルと、
第１の曲線の折り線に沿って前記第１の主パネルに結合されている第１の部分的エンドパ
ネルと、
第２の曲線の折り線に沿って前記第２の主パネルに結合されている第２の部分的エンドパ
ネルと、
をさらに含む、請求項６乃至１４のいずれか１項に記載のブランク。
【請求項１６】
前記マイクロ波エネルギー相互作用要素が、サセプタ、ホイル、セグメントホイル、ある
いはそのいずれかの組み合わせを含む、請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のブラン
ク。
【請求項１７】
前記マイクロ波エネルギー相互作用要素は、入射するマイクロ波エネルギーの少なくとも
一部を熱エネルギーに変換する、請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のブランク。
【請求項１８】
食料品を加熱し、焦げ目をつけ、および／またはカリカリに仕上げるための構成要素であ
って、該構成要素は、
対向した構成の第１のメインパネルおよび第２のメインパネルと、
、前記第１のメインパネルおよび前記第２のメインパネルに各折り線に沿って結合されて
いて内部空間を少なくとも部分的に画定する、対向した構成の第１の副パネルおよび第２
の副パネルと、
該内部空間に面する側において、前記第１のメインパネル、前記第２のメインパネル、前
記第１の副パネル、および前記第２の副パネルのうちの少なくとも１つのパネルの少なく
とも一部分を覆っているマイクロ波エネルギー相互作用要素と、を備え、
前記構成要素は、前記第１のメインパネル、前記第２のメインパネル、前記第１の副パネ
ル、および前記第２の副パネルのうちの少なくとも１つのパネルの少なくとも一部分を備
える着脱可能部位を含み、該着脱可能部位は、
前記各パネルを横切って延在する横断開裂線と、
前記横断開裂線に接する斜開裂線と、
前記斜開裂線に隣接するカットアウトと、
によって少なくとも部分的に画定される、食料品を加熱し、焦げ目をつけ、および／また
はカリカリに仕上げるための構成要素。
【請求項１９】
前記カットアウトは前記構成要素の第１の端部から内方に延在する、請求項１８に記載の
構成要素。
【請求項２０】
前記カットアウトは前記第２の副パネル内に配置され、
前記斜開裂線は前記第１のメインパネル内に配置される、請求項１８または１９に記載の
構成要素。
【請求項２１】
前記カットアウトはタブを少なくとも部分的に画定する、請求項１８乃至２０のいずれか
１項に記載の構成要素。
【請求項２２】
前記タブは前記構成要素の前記第１の端部に隣接して配置される、請求項２１に記載の構
成要素。
【請求項２３】
前記斜開裂線は前記タブと前記横断開裂線の間に延在する、請求項２１または２２に記載
の構成要素。
【請求項２４】
前記カットアウトは前記タブと前記第２の主パネルの間に延在する、請求項２１乃至２３
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のいずれか１項に記載の構成要素。
【請求項２５】
前記カットアウトは前記タブと前記第２の主パネルの間に部分的に延在する、請求項２１
乃至２３のいずれか１項に記載の構成要素。
【請求項２６】
折り線が前記第２の副パネルの長さに沿って延在され、
前記カットアウトは前記タブと前記折り線の間に延在する、請求項２１乃至２３のいずれ
か１項に記載の構成要素。
【請求項２７】
前記カットアウトは、前記第１のメインパネル、前記第２のメインパネル、前記第１の副
パネル、および前記第２の副パネルのうちの少なくとも１つのパネル内において、前記構
成要素の第１の端部から遠位に配置されている、請求項１８に記載の構成要素。
【請求項２８】
前記斜開裂線は第１の斜開裂線であり、
前記着脱可能部位はさらに第２の斜開裂線によって画定される、請求項２７に記載の構成
要素。
【請求項２９】
前記第１の斜開裂線および前記第２の斜開裂線は前記カットアウトに向かって収束するよ
うに延在する、請求項２８に記載の構成要素。
【請求項３０】
前記第１の斜開裂線は前記カットアウトと前記横断開裂線の間に延在し、前記第２の斜開
裂線は前記カットアウトと前記構成要素の前記第１の端部との間に延在する、請求項２８
または２９に記載の構成要素。
【請求項３１】
前記カットアウトは前記第２の副パネル内に少なくとも部分的に配置され、前記第１のメ
インパネルは、前記第１の斜開裂線および前記第２の斜開裂線の各々の少なくとも一部分
を含む、請求項２８乃至３０のいずれか１項に記載の構成要素。
【請求項３２】
折り線が前記第２の副パネルの長さに沿って延在され、
前記カットアウトは前記第１のメインパネルと前記折り線の間に延在する、請求項２７乃
至３１のいずれか１項に記載の構成要素。
【請求項３３】
前記カットアウトは前記メインパネル内に配置される、請求項３１または３２に記載の構
成要素。
【請求項３４】
前記第１の端部とは反対側の前記第１のメインパネルの第２の端部に折り曲げ可能に結合
されている第１のエンドパネルと、
前記第１の端部とは反対側の前記第２のメインパネルの第２の端部に折り曲げ可能に結合
されている第２のエンドパネルと、を更に備え、
前記第１のエンドパネルおよび前記第２のエンドパネルは対向して向かい合う関係になっ
ている、請求項１８乃至３３のいずれか１項に記載の構成要素。
【請求項３５】
前記第１のエンドパネルおよび前記第２のエンドパネルは、それぞれ弓形の折り線に沿っ
て、前記第１のメインパネルおよび前記第２のメインパネルに折り曲げ可能に結合されて
いる、請求項３４に記載の構成要素。
【請求項３６】
前記第１のエンドパネルおよび前記第２のエンドパネルは重層構成で前記内部空間に向か
って折り曲げられるようになっている、請求項３４または３５に記載の構成要素。
【請求項３７】
前記マイクロ波エネルギー相互作用要素が、サセプタ、ホイル、セグメントホイル、ある
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いはそのいずれかの組み合わせを含む、請求項１８乃至３６のいずれか１項に記載の構成
要素。
【請求項３８】
前記マイクロ波エネルギー相互作用要素はサセプタを含み、
前記サセプタは、前記第１のメインパネル、前記第２のメインパネル、前記第１の副パネ
ル、および前記第２の副パネルの各パネルの前記内部空間に向いている側全てを覆ってい
る、請求項１８乃至３６のいずれか１項に記載の構成要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食料品を加熱し、焦げ目をつけ、および／またはカリカリに仕上げるための
多様なブランク、構成要素およびその方法に関する。詳細には、電子レンジで食料品を加
熱し、焦げ目をつけ、および／またはカリカリに仕上げるための多様なブランク、構成要
素およびその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食料品の輸送および消費を円滑にするパッケージまたはその他構成要素への必要性があ
る。さらに、電子レンジで食料品に焦げ目をつけ、およびカリカリに仕上げることを促進
できるパッケージまたはその他構成要素への必要性がある。
【発明の開示】
【０００３】
　本発明は概して、多様なブランクおよびスリーブ、ならびにそれから形成される小袋、
パッケージ、およびその他構成要素（集合的に「構成要素」と称する）に関する。ブラン
クから形成される多様な構成要素は、食料品を消費する際に、食料品の様々な部分に消費
者が接触できるような１つ以上の機能を含む。さらに、本発明のいずれの構成要素は、中
で加熱される食料品に焦げ目をつけ、およびカリカリに仕上げる効果を高める機能を含む
。
【０００４】
　本発明により、多数のブランクが考慮される。各ブランクは概して、複数の隣接したパ
ネルであって、それぞれのパネルが第１の方向に延設する第１の寸法と、第２の方向に延
設する第２の寸法とを有し、第１の方向は実質上第２の方向に垂直である、パネルを含む
。多様なブランクは一般的に、対向する面の一対を含む。マイクロ波エネルギー相互作用
成分は、対向する面の少なくとも１つの少なくとも一部に塗布される。マイクロ波エネル
ギー相互作用成分は、サセプタ、ホイル、セグメントホイル、あるいはそのいずれかの組
み合わせを含む。
【０００５】
　多様なブランクはそれぞれ、破壊線によって少なくとも部分的に画定される着脱可能部
位を含む。１つの態様において、着脱可能部位は、隣接したパネルの少なくとも１つに少
なくとも部分的に交差するように前記第２の方向に延設する開裂線によって、少なくとも
部分的に画定される。１つの変更形態において、着脱可能部位が第１の着脱可能部位であ
り、該開裂線が第１の開裂線であり、ブランクが、少なくとも部分的にブランクを交差す
るように第２の方向に延設する第２の開裂線によって、少なくとも部分的に画定される第
２の着脱可能部位をさらに含み、第１の開裂線は第２の開裂線に実質上平行である。
【０００６】
　別の態様において、着脱可能部位は、隣接したパネルの少なくとも１つに少なくとも部
分的に交差するように前記第２の方向に延設する斜開裂線および横断開裂線によって、少
なくとも部分的に画定される。１つの変更形態において、着脱可能部位は、タブおよび実
質上タブと横断開裂線の間を延設する斜開裂線を含む。
【０００７】
　さらに別の態様において、着脱可能部位は、メインパネルの斜開裂線およびメインパネ



(6) JP 4904366 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

ルを実質上交差するように第２の方向に延設する横断開裂線によって、少なくとも部分的
に画定される。斜開裂線は、前記第２の方向に延設する周辺先端に隣接するタブから延接
する。１つの変更形態において、斜開裂線は、実質上タブと横断開裂線の間を延設する。
別の変更形態において、タブはブランクのカットアウトに隣接して配置される。
【０００８】
　別の態様において、着脱可能部位は、隣接するパネルの少なくとも１つの少なくとも一
部に斜めに延設する開裂線によって、画定される。１つの変更形態において、着脱可能部
位が複数の着脱可能部位の第１の着脱可能部位であり、開裂線は、複数の着脱可能部位を
画定する複数の開裂線の第１の開裂線であり、複数の開裂線はそれぞれ複数のパネルのう
ち少なくとも１つの少なくとも一部を斜めに延接する。
【０００９】
　さらに別の態様において、着脱可能部位は、第１の方向に延設し、複数のパネルの第１
の複数のパネルの一対に隣接する開裂線によって画定される。１つの変更形態において開
裂線は第１の開裂線であり、前記着脱可能部位は、前記第１の方向に延設し、複数のパネ
ルの第２の一対に隣接する第２の開裂線によって、さらに画定される。
【００１０】
　さらに別の態様において、着脱可能部位は、ブランク上の第２の方向に延設する周辺先
端の隣接部に開始かつ終了する破壊線によって、画定される。破壊線は、カットライン、
分割線、キス－カットライン、ミシン目、ジグザクカットライン、ジッパーカットライン
、あるいはそのいずれかの組み合わせを含む。
【００１１】
　多様なブランクのいずれかは、電子レンジで食料品を加熱し、焦げ目をつけ、および／
またはカリカリに仕上げるためにスリーブを形成し、スリーブはブランクの着脱可能部位
を有する着脱可能部位を含む。スリーブは、対向する第１のメインパネルおよび第２のメ
インパネル、ならびに対向する第１の副パネルおよび第２の副パネルを含む。第１のメイ
ンパネル、第２のメインパネル、第１の副パネル、および第２の副パネルは、各折線に沿
って第１のメインパネルおよび第２のメインパネルに結合し、内面を少なくとも部分的に
画定する。マイクロ波エネルギー相互作用成分は、少なくとも内面の一部に塗布される。
マイクロ波エネルギー相互作用成分は、サセプタ、ホイル、セグメントホイル、あるいは
そのいずれかの組み合わせを含む。
【００１２】
　スリーブは、第１のメインパネル、第２のメインパネル、第１の副パネル、および第２
の副パネルのうち少なくとも１つの少なくとも一部を有する着脱可能部位を備える。１つ
の態様において、着脱可能部位は、第１のメインパネル、第２のメインパネル、第１の副
パネル、および第２の副パネルのうち少なくとも１つの少なくとも一部を交差するように
第２の方向に延設する破壊線によって、少なくとも部分的に画定される。別の態様におい
て、着脱可能部位は、第１のメインパネル内に少なくとも部分的に配置された斜開裂線、
および第１のメインパネルの少なくとも一部を交差するように第２の方向に延設する横断
開裂線によって、少なくとも部分的に画定される。さらに別の態様において、着脱可能部
位は、第１のメインパネル、第２のメインパネル、第１の副パネル、および第２の副パネ
ルのうち少なくとも１つに斜めに延設する破壊線によって、少なくとも部分的に画定され
る。さらに別の態様において、着脱可能部位は、第１の方向に延接する少なくとも１つの
開裂線によって画定され、かつ第１のメインパネルおよび第２のメインパネルの少なくと
も１つを、第１の副パネルおよび第２の副パネルの少なくとも１つに隣接させる。さらに
別の態様において、着脱可能部位は、隣接するパネルの少なくとも１つの第１の先端に隣
接する部位で開始かつ終了する破壊線によって、画定される。
【００１３】
　必要に応じて、スリーブは食料品が輸送および／または消費用に直立した状態でパッケ
ージされるようなコンテナ（容器）を形成する。コンテナは概して、対向するメインパネ
ルの一対と、各折線に沿ってメインパネルに結合する対向する副パネルの一対と、内空を
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共同で画定するエンドパネルの一対とを含む。エンドパネルは、重層構成になっている内
空に向かい折り畳まれる。コンテナは、食料品がエンドパネルによって支持されるよう、
直立に配置される。
【００１４】
　コンテナは、ユーザがコンテナのサイズを縮小したり、コンテナの形態を変化させたり
できるように１つ以上の着脱可能部位を備えていることで、食料品へのアクセスが便利に
なる。１つの態様において、着脱可能部位は、第１のメインパネル、第２のメインパネル
、第１の副パネル、および第２の副パネルのうち少なくとも１つの少なくとも一部を交差
するように第２の方向に延設する破壊線によって、少なくとも部分的に画定される。
　別の態様において、着脱可能部位は、隣接したパネルの少なくとも１つに少なくとも部
分的に交差するように第２の方向に延設する斜開裂線および横断開裂線によって、少なく
とも部分的に画定される。１つの変更形態において、着脱可能部位は、タブおよび実質上
タブと横断開裂線の間を延設する斜開裂線を含む。別の変更形態において、コンテナは、
第１のメインパネルおよび第２のメインパネルの間に配置されたカットアウトを含む。別
の変更形態において、コンテナは、第１のメインパネル、第２のメインパネル、第１の副
パネル、および第２の副パネルのうち少なくとも１つの少なくとも一部に塗布される、マ
イクロ波エネルギー相互作用成分を含む。
【００１５】
　さらに別の態様において、着脱可能部位は、第１のメインパネル、第２のメインパネル
、第１の副パネル、および第２の副パネルのうち少なくとも１つに斜めに延設する破壊線
によって、少なくとも部分的に画定される。さらに別の態様において、着脱可能部位は、
第１の方向に延接する少なくとも１つの開裂線によって画定され、かつ第１のメインパネ
ルおよび第２のメインパネルの少なくとも１つを、第１の副パネルおよび第２の副パネル
の少なくとも１つに隣接させる。さらに別の態様において、着脱可能部位は、隣接するパ
ネルの少なくとも１つの第１の先端に隣接する部位で開始かつ終了する破壊線によって画
定される。
　その他の機能、態様および実施態様については、添付図面とともに以下の説明から明ら
かとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　 以下、図面を参照して、本発明を説明する。簡易目的で、同じ数字は同じ機能部を指
す。複数の類似した機能部が描写される場合、各図面においてこれらの機能部は必ずしも
符号が付されるわけではないと理解されることであろう。また、本発明のブランクおよび
構成要素を形成するために使用される、多様な要素は置き換え可能であることを理解され
るであろう。従って、本明細書では特定の組み合わせが例示されていても、その他多様な
組み合わせおよび構成が考慮される。
【００１７】
　図１Ａは、本発明の多様な態様に従い、例示的なブランク１００を表す。ブランク１０
０は、複数の隣接したパネルを含む。本明細書で開示および／または考慮される本発明の
本態様および別の態様において、多様なパネルおよびブランクはそれぞれ概して、例えば
、縦方向Ｄ１のような第１の方向に延設する長さである、第１の寸法、および横断方向Ｄ
２のような第２の方向に延設する幅である、第２の寸法を有する。このような記号は便宜
上付されるのであり、ブランクが製造される方法あるいはブランクが構成要素に組み立て
られる方法に言及あるいは限定するものではないことは理解されるであろう。
【００１８】
　ブランク１００は既して、メインパネル１０２、第１の主パネル１０４ａ、第２の主パ
ネル１０４ｂ、第１の副パネル１０６、および第２の副パネル１０８を含む。第１の副パ
ネル１０６は、縦折線１１０に沿って第１の主パネル１０４ａに結合する。メインパネル
１０２は、縦折線１１２に沿って第１の副パネル１０６に結合する。第２の副パネル１０
８は、縦折線１１４に沿って第１のメインパネル１０２に結合する。第２の主パネル１０
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４ｂは、縦折線１１６に沿って第２の副パネル１１０８に結合する。本実施例において、
副パネル１０６および１０８は長さＬ１に実質上等しい。さらに、折線１１０、１１２、
１１４および１１６は、実質上平行であり、長さＬ１に実質上等しい。しかし、本明細書
においては、その他の長さおよび構成が考慮される。
【００１９】
　ブランク１００は、弓形の各折線の断片１２０ａおよび１２０ｂに沿って、主パネル１
０４ａおよび１０４ｂにそれぞれ結合する、部分的エンドパネル１１８ａおよび１１８ｂ
を含む。部分的エンドパネル１１８ａおよび１１８ｂはそれぞれ任意で、形態およびサイ
ズにおいて類似または同等であっても、同等でなくてもよいカットアウト１２２ａおよび
１２２ｂを含む。
【００２０】
　また、ブランク１００は、実質上弓形な折線１２６に沿って、メインパネル１０２に結
合する、エンドパネル１２４を含む。本実施例において、エンドパネル１２４の形態は実
質上レンズ状であり、折線１２６によって画定される１つ目の内部弓形先端と、２つ目の
外部弓形先端１３０といった、２つの対向し、実質上平行な先端１２８を含む、両凸レン
ズに概して類似する。しかし、エンドパネル１２４は、例えば四角、長方形、楕円形、あ
るいはその他の定型または異形など、適切な形態をとる。
【００２１】
　第１の副パネル１０６および第２の副パネル１０８はそれぞれ、実質上中心に位置し、
その長さＬ１に沿って延接する縦折線１３２および１３４を含む。任意で、第１の副パネ
ル１０６および第２の副パネル１０８の片方あるいは両方は、それぞれ開口１３６および
１３８を含む。図１Ａに図示される実施例において、開口１３６の形態は実質上環状であ
り、実質上折線１１０および１１２の間を延接する。
【００２２】
　同様に、開口１３９の形態は実質上環状であり、実質上折線１１４および１１６の間を
延接する。しかし、本明細書で開示され、考慮される本発明の本態様およびその他の態様
において、このような開口の数、形態、サイズおよび配置は、ブランクから形成される構
成要素の種類、内部または上部で加熱される食料品、焦げ目をつけたりおよび／またはカ
リカリに仕上げる所望の度合い、マイクロ波のエネルギーへの直接的な露出が食料品を均
一に加熱するために必要であるか、あるいは望ましいかどうか、直接加熱による食料品の
温度変化を管理する必要性、および通気の必要性の有無またはその度合いなど、特定用途
により異なってよい。
【００２３】
　さらに図１Ａを参照すると、ブランク１００は横断方向に延接する第１の着脱可能部位
１４０および第２の着脱可能部位１４２を含む。着脱可能部位１４０および１４２のそれ
ぞれは、各パネル１０２、１０４ａ、１０４ｂ、１０６、および１０８のそれぞれの少な
くとも一部を含む。第１の着脱可能部位１４０は、横断開裂線１４４に沿って第２の着脱
可能部位１４２に結合する。第２の着脱可能部位１４２は、本実施例において、開口１３
６および１３８によって遮断される横断開裂線１４６に沿ってパネル１０２、１０４ａ、
および１０４ｂの残材に結合する。図１Ａの例示的なブランク１００は、２つの着脱可能
部位１４０および１４２を含むが、これらの着脱可能部位の任意の数およびこれらの着脱
可能部位の任意の構成は、所望に応じて適用されると理解されるであろう。さらに、本発
明の本態様および別の態様において、開裂線の種類あるいはその他の破壊線は、着脱可能
部位を画定するために使用されてよいことを理解されるであろう。例えば、破壊線は、分
割線、カットライン、ミシン目、キス－カットライン、ジグザクカットライン、ジッパー
カットライン、その他の適切な破壊線、あるいはそのいずれかの組み合わせを含んでよい
。     さらに、本実施例において、開裂線１４４は、開裂線１４６に実質上平行である
と示される。しかし、本明細書において、開裂線のその他の構成が考慮される。
【００２４】
　第１の着脱可能部位１４０は、左右方向に延接する周辺先端１５０を部分的に画定する
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、エクステンションまたはタブ１４８を含む。本実施例において、タブ１４８の形態は実
質上弓形である。しかし、エクステンションは、必要に応じて、あるいは所望に応じて、
任意の形態をとってもよいことを、理解されるであろう。例えば、エクステンションは、
楕円形、長方形、正方形、ひし形、台形、多角形、あるいはその他定形または異形であっ
てもよい。開裂線１５２ａは、タブ１４８の第１の先端１５４ａから端部１５６に向かっ
て延設し、隣接してもよい。開裂線１５２ｂは、タブ１４８の第２の先端１５４ｂから開
裂線１４４の方向に向かって延接し、隣接してもよい。本実施例において、開裂線１５２
ａ、タブ１４８、および開裂線１５２ｂの組み合せが、実質上弓形になるように、開裂線
１５２ａおよび開裂線１５２ｂは、タブ１４８と相対するように配置される。しかし、こ
のような開裂線は、いずれの適切な形態をとり、タブの形態に対応しても、しなくてもよ
く、あるいはタブの形態を延接しても、しなくてもよいと、理解されるであろう。従って
、例えば、タブ１４８は実質上弓形の形態をとるが、開裂線の断片１５２ａおよび１５２
ｂは、平行線、ジグザグ、あるいはその他の構成であってもよい。開裂線１５２ａおよび
開裂線１５２ｂは、後述されるとおり、タブ１４８と協働し第１の着脱可能部位１４０の
着脱を円滑にする。
【００２５】
　第１の着脱可能部位１４０は、左右方向に延接する周辺先端１６０を部分的に画定する
、カットアウト１５８を含む。本実施例において、カットアウト１５８の形態は、実質上
半円あるいは弓形である。カットアウト１５８は、必要に応じて、あるいは所望に応じて
、いずれの適切な形態をとってもよく、タブ１４８の形態あるいは寸法に対応しても、し
なくてもよい。第１の着脱可能部位１４０は、カットアウト１５８に隣接し、周辺１６４
によって画定される糊付け部分１６２をさらに含む。図１Ａに図示されるブランク１００
において、糊付け部分１６２はアーチあるいは橋のような形態をとる。しかし、糊付け部
分は、必要に応じて、あるいは所望に応じて、いずれの適切な形態をとってもよいという
ことを、理解されるであろう。
【００２６】
　同様に、第２の着脱可能部位１４２は、周辺先端１５０を部分的に画定するタブ１６６
、および周辺先端１６０を部分的に画定するカットアウト１６８を含む。開裂線１７０ａ
は、タブ１６６の第１の先端１７２ａから横断開裂線１４４の方向に向かって延接し、隣
接してもよい。開裂線１７０ｂは、タブ１６６の第１の先端１７２ｂから横断開裂線１４
６の方向に向かって延接し、隣接してもよい。第２の着脱可能部位１４２は、カットアウ
ト１６８に隣接し、周辺１７６によって画定される粘着部１７４をさらに含む。上述の通
り、タブ１６６、カットアウト１６８、開裂線１７０ａおよび開裂線１７０ｂ、および粘
着部１７４は、必要に応じて、あるいは所望に応じて、いずれの形態をとってもよく、上
述した形態を含むがこれに限らない。
【００２７】
　軟化、焦げ付き、燃焼性、あるいは一般的な電子レンジの加熱温度に対する、例えば２
５０°Ｆから４２５°Ｆでの劣化に対して、耐性を有することを条件とし、多数の材料が
、本発明の多様なブランクおよび構成要素を形成するための使用に適する。使用される特
定の材料は、マイクロ波相互作用物質、およびマイクロ波透過材料、あるいは不活性材料
を含む。
【００２８】
　例えば、本発明のいずれのブランクあるいは構成要素は、食料品の加熱あるいは調理中
、マイクロ波エネルギーの効果を変更する１つ以上の機能を含む。例えば、ブランクある
いは構成要素は、食料品の特定部に焦げ目をつけ、および／またはカリカリに仕上げるこ
とを促進し、マイクロ波のエネルギーから食料品の特定部を遮断して、食料品が過剰に加
熱されるのを防ぎ、あるいはマイクロ波のエネルギーを食料品の特定部に伝達する、１つ
以上のマイクロ波エネルギー相互作用成分（以下、「マイクロ波相互作用成分」と称する
場合がある）から、少なくとも部分的に形成されてもよい。マイクロ波エネルギー相互作
用成分のそれぞれは、構成要素および食料品を加熱する特定のマイクロ波に対し、必要に
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応じて、あるいは所望に応じて、マイクロ波エネルギーを吸収し、マイクロ波エネルギー
を伝達し、マイクロ波エネルギーを反射し、あるいはマイクロ波エネルギーを方向付ける
、特定の構成で配置された１つ以上のマイクロ波エネルギー相互作用物質あるいは断片を
備える。
【００２９】
　取り扱いを容易にし、および／またはマイクロ波相互作用物質と食料品の接触を防ぐた
め、マイクロ波エネルギー相互作用成分は、マイクロ波不活性基板あるいは透過基板の上
部に支持することもできる。限定されないが、便宜上、マイクロ波透過基板の上部に支持
されるマイクロ波エネルギー相互作用成分は、マイクロ波相互作用成分あるいは要素、お
よびマイクロ波不活性成分あるいは要素を含むと理解されるが、これらの構成要素は本明
細書では「マイクロ波相互作用型ウェブ」と称する。
【００３０】
　マイクロ波エネルギー相互作用物質は、導電性あるいは半導性であり、例えば金属箔と
して提供される金属あるいは金属合金、真空蒸着金属あるいは金属合金、あるいは金属イ
ンキ、有機インキ、無機インキ、金属のり、有機のり、無機のり、あるいはそのいずれか
の組み合わせであってよい。本発明の使用に好適な金属および金属合金の例は、アルミニ
ウム、クロミウム、インコネル合金（ニオビウムと併せてニッケル－クロミウム－モリブ
デナム合金）、鉄、マグネシウム、ニッケル、ステンレス鋼、スズ、チタニウム、タング
ステン、およびそのいずれの組み合わせ、あるいはそのいずれの合金を含むが、これらに
限定されない。
【００３１】
　代替的に、マイクロ波エネルギー相互作用物質は、金属酸化物を含んでもよい。本発明
の使用に好適な金属酸化物の例は、必要な部位に伝導性材料を使用した、アルミニウム、
鉄、およびスズの酸化物を含むが、これらに限定されない。本発明の使用に好適な金属酸
化物の別の例は、インジウム酸化スズ（ＩＴＯ）である。ＩＴＯはマイクロ波エネルギー
相互作用物質として適用され、過熱効果、保護効果、焦げ目をつけるおよび／またはカリ
カリに仕上げる効果、あるいはその組み合わせを提供する。例えば、サセプタを形成する
ために、ＩＴＯを透明ポリマーフィルム上にスパッタしてもよい。スパッタプロセスは一
般的に、金属付着で使用される蒸発解離プロセスよりも低温度で行われる。ＩＴＯは、よ
り均一な結晶構造を有するため、塗り厚が最大である部位でも透明である。さらに、ＩＴ
Ｏは加熱硬化あるいは分散制御効果を目的として使用することができる。ＩＴＯは金属よ
りも欠点が少ないため、アルミニウムなどの金属の厚膜コーティングよりも、ＩＴＯの厚
膜コーティングの方が管理に適する。
【００３２】
　代替的に、マイクロ波エネルギー相互作用物質は、好適な伝導性、半導性、または非伝
導性人工誘導体、あるいは強誘導体を含んでもよい。人工誘導体は、重合体またはその他
の好適なマトリックス、あるいはバインダ内の伝導性があり細分化された材料を含み、例
えばアルミニウムなどの伝導性金属の破片を含んでもよい。
【００３３】
　一実施例において、マイクロ波エネルギー相互作用成分は、例えばマイクロ波のエネル
ギーを吸収し、サセプタと近接あるいは隣接接触する食料品との接触面で熱を発生させる
サセプタのような、マイクロ波相互作用物質の薄膜を含んでもよい。多くの場合、これら
の成分は、食料品の表面に焦げ目をつけおよび／またはカリカリに仕上げることを促進す
るために使用される（「焦げ目をつけおよび／またはカリカリに仕上げる成分」と称され
ることもある）。フィルムあるいはその他の基板上に支持される場合、これらの成分は「
サセプタフィルム」、あるいは単純に、「サセプタ」と称される。基板がブランク、カー
トン、あるいは複数のパネルを含む構成要素である場合、サセプタは１つ以上のパネルの
全てまたは一部に塗布され、食料品に隣接する基板の少なくとも一部を形成してもよい。
限定されないが、実施例として、サセプタＭは、ブランク１００の少なくとも一部に塗布
され（構成要素の外部表面を形成するブランクの態様を例示する図１Ａでは図示せず）、
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図１Ｂ、１Ｃ、および１Ｆで図示される通り、構成要素１７８の内部表面の少なくとも一
部を形成してもよい。しかし、本明細書で開示される、その他のマイクロ波エネルギー相
互作用成分は、本発明との併用を対象に考慮される。
【００３４】
　例えば、マイクロ波エネルギー相互作用成分は、マイクロ波のエネルギーから食料品の
１つ以上の選択された部位を保護するための十分な厚みを有するホイルを含む（「保護成
分」と称する場合もある）。これらの保護成分は、加熱中、食料品が焦げやすい、あるい
は乾燥しやすい箇所に使用される。保護成分は、保護成分が使用される特定用途によって
、多様な材料から形成され、多様な構成を有する。一般的に、保護成分は、伝導性、反射
性金属あるいは金属合金、例えばアルミニウム、銅、あるいはステンレス鋼から形成され
る。保護成分は一般的に、約０．０００２８５インチから約０．０５インチの厚みを有す
る。１つの態様において、保護成分は、約０．０００３インチから約０．０３インチの厚
みを有する。別の態様において、保護成分は、約０．０００３５インチから約０．０２０
インチの厚み、例えば０．０１６インチの厚みを有する。
【００３５】
　さらに別の実施例として、マイクロ波エネルギー相互作用成分は、参照することで本明
細書に組み込まれる、米国特許第６，２０４，４９２号、６，４３３，３２２号、６，５
５２，３１５号、および６，６７７，５６３号に開示されるセグメントホイルなどを含む
が、これに限定されない。セグメントホイルは連続的ではないが、これらのセグメントの
適切に離間したグループ分けによって、伝達成分として機能し、マイクロ波のエネルギー
を食料品の特定箇所に向かって方向付けする。このようなホイルは、例えばサセプタのよ
うな、焦げ目をつけおよび／またはカリカリに仕上げる成分と併用されてもよい。
【００３６】
　本明細書で開示、および／または考慮される、いずれのマイクロ波エネルギー相互作用
成分は、実質上連続的、つまり、実質上の裂け目あるいは遮断物がなく、あるいは、例え
ば、マイクロ波エネルギーを伝達する１つ以上の裂け目あるいは開口を含むことによって
、非連続的となる。裂け目または開口は、食料品の特定の箇所を選択的に加熱するため、
採寸および／または配置されてもよい。前述の通り、裂け目または開口の数、形態、サイ
ズおよび配置は、形成される構成要素の種類、内部または上部で加熱される食料品、保護
したり、焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げる所望の度合い、マイクロ波のエネルギー
への直接的な露出が食料品を均一に加熱するために必要であるか、あるいは望ましいかど
うか、直接加熱による食料品の温度変化を管理する必要性、および通気の必要性の有無ま
たはその度合い、およびその他多数の要因など、特定用途により異なってもよい。
【００３７】
　また、開口は物理的な開口であり、あるいは構成要素を形成するために使用される材料
の孔隙、あるいは非物理的「開口」であってもよいことを、理解されるであろう。非物理
的開口は、非活性化あるいはその反対の活性化によるマイクロ波の不活性である、あるい
はマイクロ波のエネルギーに無反応な構成要素の一部であってもよい。従って、例えば、
開口は、マイクロ波エネルギー相互作用物質を除いて形成される構成要素の一部であり、
非活性されたマイクロ波エネルギー相互作用物質と形成される構成要素の一部であっても
よい。物理的および非物理的開口により、マイクロ波エネルギーにより食料品を直接加熱
することができる一方で、物理的開口は、スチームあるいはその他の蒸気を食料品から放
出するための通気機能も提供する。
【００３８】
　また、構成要素の過剰な加熱または焦げを防止するために、１つ以上の断絶または不活
性領域を形成することも有益である。限定されないが、実施例として、図１Ｃで図示され
る構成要素１７８内のパネル１０４ａおよび１０４ｂは、後述されるとおり、第２のメイ
ンパネル１０４を形成するために重なり合う。マイクロ波エネルギーに露出する場合、重
なり合うパネルによる熱の集中は、この場合には板紙である、下支えを焦がすのに十分で
ある。そのため、例えば、マイクロ波のエネルギーの相互作用物質を除いてこれらの領域
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を形成することにより、あるいは、これらの領域のマイクロ波のエネルギーの相互作用物
質を非活性化することにより、パネル１０４ａおよび１０４ｂの片方または両方の重なり
合った部位は、マイクロ波が不活性になるように構成することができる。
【００３９】
　さらにまた、マイクロ波のエネルギーが、焦げ目をつける、および／またはカリカリに
仕上げるつもりのない食品部分、あるいは、加熱環境において失われることなく、焦げ目
をつける、および／またはカリカリに仕上げる領域上で必ず効果的に集中するように、１
つ以上のパネル、パネルの一部、または、構成要素の一部においてマイクロ波のエネルギ
ーが不活性であるように構成することができる。
【００４０】
　上記のように、任意の上記の要素およびここで考慮されるその他の多数の要素は、基板
上でサポートすることができる。基板は、典型的には、たとえば、ポリマーフィルムまた
はその他のポリマー素材など、電気絶縁体を備える。ここで使用される「ポリマー」、「
ポリマーフィルム」および「ポリマー素材」の用語は、たとえば、ブロック、移植、不規
則および変性の共重合体、ターポリマーなどのホモポリマー、共重合体、および、これら
の混合物や変形物を含むが、これらに限定されない。さらに、その他明示的に限定されな
い限り、「ポリマー」の用語は、分子のすべての可能な幾何学的形状を含む。これらの形
状は、イソタクチック、シンジオタクチック、および、不規則な対称形を含むが、これら
に限定されない。
【００４１】
　フィルムの厚さは、典型的に、約３５ゲージから約１０ミルにできる。ある態様では、
フィルムの厚さは、約４０から約８０ゲージである。別の態様では、フィルムの厚さは、
約４５から約５０ゲージである。また別の態様では、フィルムの厚さは約４８ゲージであ
る。適している可能性があるポリマーフィルムの例は、ポリオレフィン、ポリエステル、
ポリアミド、ポリイミド、ポリサルフォン、ポリエーテルケトン、セロファン、または、
これらの任意の混合物を含むがこれらに限定されない。紙や紙ラミネート、酸化金属、ケ
イ酸塩、セルロース誘導体、または、これらの任意の混合物など、その他の非伝導性基板
材料を使用することができる。
【００４２】
　ある例では、ポリマーフィルムは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を備える。
ポリエチレンテレフタレートフィルムは、たとえば、Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐａｃｋａｇｉｎ
ｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｍａｒｉｅｔｔａ、Ｇｅｏｒｇｉａ）から販売されて
いるＱＷＩＫＷＡＶＥ（Ｒ）ＦｏｃｕｓサセプタやＭＩＣＲＯＲＩＴＥ（Ｒ）サセプタな
ど、市販のサセプタに使用されている。基板として使用に適している可能性があるポリエ
チレンテレフタレートフィルムの例は、Ｄｕｐｏｎｔ　Ｔｅｉｊａｎ　Ｆｉｌｍｓ　（Ｈ
ｏｐｅｗｅｌｌ、Ｖｉｒｇｉｎｉａ）から販売されているＭＥＬＩＮＥＸ（Ｒ）、ＳＫＣ
、Ｉｎｃ．（Ｃｏｖｉｎｇｔｏｎ、Ｇｅｏｒｇｉａ）から販売されているＳＫＹＲＯＬ、
Ｔｏｒａｙ　Ｆｉｌｍｓ（Ｆｒｏｎｔ　Ｒｏｙａｌ、ＶＡ）から市販されているＢＡＲＲ
ＩＡＬＯＸＰＥＴおよびＴｏｒａｙ　Ｆｉｌｍｓ（Ｆｒｏｎｔ　Ｒｏｙａｌ、ＶＡ）から
市販されているＱＵ５０　Ｈｉｇｈ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｃｏａｔｅｄ　ＰＥＴを含むが、
これらに限定されない。
【００４３】
　ポリマーフィルムは、たとえば、印刷適性、熱抵抗性またはその他任意の特性など、種
々の特性をマイクロ波の相互作用ウェブに与えるように選択することができる。特定の例
としては、ポリマーフィルムは、水分バリア、酸素バリアまたはこれらの組み合わせを提
供するように選択することができる。このようなバリアフィルムの層は、希望に応じて、
バリア特性を有するポリマーから、あるいは、その他任意のバリア層またはコーティング
から形成することができる。適切なポリマーフィルムは、エチレンビニルアルコール、バ
リアナイロン、ポリ塩化ビニリデン、バリアフッ素重合体、ナイロン６、ナイロン６，６
、共押し出しナイロン６／ＥＶＯＨ／ナイロン６、酸化ケイ素コーティングフィルム、バ
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リアポリエチレンテレフタレート、またはこれらの任意の混合物を含むがこれらに限定さ
れない。
【００４４】
　本発明での使用に適している可能性があるバリアフィルムの例は、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ
　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｐｏｔｔｓｖｉｌｌｅ、Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ）か
ら販売されているＣＡＰＲＡＮ（Ｒ）ＥＭＢＬＥＭ　１２００Ｍナイロン６である。適し
ている可能性があるバリアフィルムの別の例は、これもＨｏｎｅｙｗｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌから市販されているＣＡＰＲＡＮ（Ｒ）ＯＸＹＳＨＩＥＬＤ　ＯＢＳ　
単軸方向性の共押し出しナイロン６／エチレンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）／ナイロン
６である。本発明の使用に適している可能性があるバリアフィルムのまた別の例は、Ｅｎ
ｈａｎｃｅ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（Ｗｅｂｓｔｅｒ、Ｎｅｗ
　Ｙｏｒｋ）から市販されているＤＡＲＴＥＫ（Ｒ）Ｎ－２０１ナイロン６，６である。
追加例は、Ｔｏｒａｙ　Ｆｉｌｍｓ（Ｆｒｏｎｔ　Ｒｏｙａｌ、ＶＡ）から販売されてい
るＢＡＲＲＩＡＬＯＸ　ＰＥＴおよび上記のＴｏｒａｙ　Ｆｉｌｍｓ（Ｆｒｏｎｔ　Ｒｏ
ｙａｌ、ＶＡ）から販売されているＱＵ５０　Ｈｉｇｈ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｃｏａｔｅｄ
　ＰＥＴである。
【００４５】
　その他のバリアフィルムは、Ｓｈｅｌｄａｈｌ　Ｆｉｌｍｓ（Ｎｏｒｔｈｆｉｅｌｄ、
Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から販売されているような、酸化ケイ素コーティングフィルムであ
る。このように、ある例では、サセプタは、ポリエチレンテレフタレートなどのフィルム
を含み、フィルム上に酸化ケイ素の層がコーティングされ、酸化ケイ素上にはＩＴＯまた
はその他の物質が蒸着された構造を有することができる。必要あるいは希望であれば、処
理中にそれぞれの層の破損を防ぐように、追加の層またはコーティングを提供することが
できる。
【００４６】
　バリアフィルムは、約２０ｃｃ／ｍ２／日未満の酸素透過率（ＯＴＲ）（ＡＳＴＭ　Ｄ
３９８５を使用して測定）を有することができる。ある態様では、バリアフィルムは、約
１０ｃｃ／ｍ２／日未満のＯＴＲを有する。別の態様では、バリアフィルムは、約１ｃｃ
／ｍ２／日未満のＯＴＲを有する。また別の態様では、バリアフィルムは、約０．５ｃｃ
／ｍ２／日未満のＯＴＲを有する。さらにまた別の態様では、バリアフィルムは、約０．
１ｃｃ／ｍ２／日未満のＯＴＲを有する。
【００４７】
　バリアフィルムは、１００ｇ／ｍ２／日未満の水蒸気透過速度（ＷＶＴＲ）（ＡＳＴＭ
　Ｆ１２４９を使用して測定）を有することができる。ある態様では、バリアフィルムは
、約５０ｇ／ｍ２／日未満の水蒸気透過速度（ＡＳＴＭ　Ｆ１２４９を使用して測定）を
有する。別の態様では、バリアフィルムは、約１５ｇ／ｍ２／日未満のＷＶＴＲを有する
。また別の態様では、バリアフィルムは、約１ｇ／ｍ２／日未満のＷＶＴＲを有する。さ
らにまた別の態様では、バリアフィルムは、約０．１ｇ／ｍ２／日未満のＷＶＴＲを有す
る。またさらに別の態様では、バリアフィルムは、約０．０５ｇ／ｍ２／日未満のＷＶＴ
Ｒを有する。酸化金属、ケイ素、セルロース、あるいはこれらの任意の組み合わせなど、
本発明に従ってその他の非伝導性基板材料も使用することができる。
【００４８】
　マイクロ波エネルギーの相互作用物質は、任意の適切な手法で基板に適用することがで
き、一部の場合には、マイクロ波エネルギーの相互作用物質は、基板に印刷、押し出し、
スパッタ、蒸着、またはラミネートされる。マイクロ波エネルギーの相互作用物質は、食
品の望ましい加熱効果を達成するように、任意のパターンで、さらに、任意の技法を使用
して基板に適用することができる。たとえば、マイクロ波エネルギーの相互作用物質は、
円状、ループ、多角形、島状、正方形、長方形、八角形などを含む、連続または不連続の
層またはコーティングとして、提供することができる。本発明での使用に適している可能
性がある種々のパターンや方法の例は、米国特許番号、６，７６５，１８２；　６，７１
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７，１２１；　６，６７７，５６３；　６，５５２，３１５；　６，４５５，８２７；　
６，４３３，３２２；　６，４１０，２９０；　６，２５１，４５１；　６，２０４，４
９２；　６，１５０，６４６；　６，１１４，６７９；　５，８００，７２４；　５，７
５９，４１８；　５，６７２，４０７；　５，６２８，９２１；　５，５１９，１９５；
　５，４２０，５１７；　５，４１０，１３５；　５，３５４，９７３；　５，３４０，
４３６；　５，２６６，３８６；　５，２６０，５３７；　５２２１，４１９；　５，２
１３，９０２；　５，１１７，０７８；　５，０３９，３６４；　４，９６３，４２０；
　４，９３６，９３５；　４，８９０，４３９；　４，７７５，７７１；　４，８６５，
９２１；およびＲｅ．３４，６８３に提供されており、それぞれ、全体を参照することに
より本明細書に組み入れる。本明細書ではマイクロ波エネルギーの相互作用物質のパター
ンの特定例を示して説明するが、マイクロ波エネルギーの相互作用物質のその他のパター
ンが本発明によって考慮されることを理解されたい。
【００４９】
　マイクロ波の相互作用要素またはマイクロ波の相互作用ウェブは、構成要素の少なくと
も一部分を形成するように、寸法的に安定した、マイクロ波エネルギー透過支持体（以下
、「マイクロ波透過サポート」、「マイクロ波相互作用サポート」または「サポート」（
支持体）という）に接続または上部を覆うことができる。
【００５０】
　ある態様では、たとえば、固定あるいは半固定の構成要素が形成される場合、サポート
のすべてあるいは一部分は、構成要素で使用する前に、ブランクに切断することができる
、板紙材料から少なくとも部分的に形成することができる。たとえば、サポートは、約６
０から約３３０ｌｂｓ／ｒｅａｍ、たとえば、約８０から約１４０ｌｂｓ／ｒｅａｍの基
本重量を有する板紙から形成することができる。板紙は、一般的に、約６から３０ミルの
厚さ、たとえば、約１２から約２８ミルの厚さを有することができる。ある特定の例では
、板紙は、約１２ミルの厚さを有する。Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌから市販されているＳＵＳ（Ｒ）ボードなどのような、頑丈な漂白さ
れたまたは頑丈な未漂白の硫酸塩ボードなど、任意の適切な板紙を使用することができる
。
【００５１】
　別の態様では、さらに柔軟な構成要素を形成する場合、サポートは、一般的に、約１５
から約６０ｌｂｓ／ｒｅａｍ、たとえば、約２０から約４０ｌｂｓ／ｒｅａｍの基本重量
を有する紙または紙ベースの材料を備えることができる。ある特定の例では、紙は約２５
ｌｂｓ／ｒｅａｍの基本重量を有する。
【００５２】
　オプションで、本明細書で説明されるあるいは考慮される種々のブランクまたはその他
の構成要素の１つ以上の部分あるいは側面には、ニス、クレーまたはその他の材料を単独
または組み合わせてコーティングすることができる。たとえば、組み立てられる構成要素
の外側表面を形成するサポートの少なくとも側面は、クレーコートまたはその他の塗料で
コーティングすることができる。コーティング上には、その後、製品の広告、画像、価格
コードあるいはその他任意の情報あるいは印、あるいはこれらの任意の組み合わせを印刷
できる。ブランクまたは構成要素には、その後、表面に印刷された任意の情報を保護する
ように、ニスで上塗りすることができる。
【００５３】
　さらに、ブランクまたはその他の構成要素は、上記のように、片面または両面を、たと
えば、水分および／あるいは酸素バリア層でコーティングすることができる。本発明に従
い、任意の適切な水分および／または酸素バリア材料を使用することができる。適切な可
能性がある材料の例は、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコール、ＤｕＰｏｎｔ
　ＤＡＲＴＥＫ（登録商標）ナイロン６，６、およびその他上記で参照された材料を含む
がこれらに限定されない。
【００５４】
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　あるいは、または追加で、本発明のブランクまたはその他の構成要素のすべては、吸収
性、撥水性、不透明性、色、印刷適性、剛性または緩衝性など、その他の特性に影響を与
えるように、その他の材料でコーティングまたはラミネートすることができる。たとえば
、吸収性サセプタは、２００４年８月２５日に出願された米国仮申請番号６０／６０４，
６３７および２００５年８月２５日に出願された米国特許番号１１／２１１，８５４、Ｍ
ｉｄｄｌｅｔｏｎらによる「Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ｉｎｔｅｒａｃ
ｔｉｖｅ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ」に説明されており、どちらも、全体を参照することによ
り組み入れる。
【００５５】
　要素と物質のある組み合わせにより、マイクロ波の相互作用要素は、基板またはサポー
トから視覚的に区別可能なグレーまたは銀色を有することができることが理解される。し
かし、場合によっては、単一の色および／または外観を有するウェブまたは構成要素を提
供することが望ましい場合もある。このようなウェブまたは構成要素は、特に、消費者が
、一定の視覚的属性を有するパッケージまたは入れ物に慣れている場合には、たとえば、
ソリッドカラー、特別なパターンなど、消費者に対する見た目を向上させることができる
。このように、たとえば、本発明は、マイクロ波の相互作用要素を基板に接合するように
銀またはグレー色調の接着剤を使用、銀またはグレー色調のマイクロ波の相互作用要素の
存在を隠すように銀またはグレー色調の基板を使用、銀またはグレー色調のマイクロ波の
相互作用要素の存在を隠すように、たとえば、黒い色調の基板など、濃い色調の基板を使
用、色の変化を目立たなくするように銀またはグレー色調のインクでウェブの金属蒸着側
面の上に印刷、マイクロ波の相互作用要素の存在を隠すまたは目立たなくするように銀ま
たはグレーのインクまたはその他の目立たない色で適切なパターンであるいはソリッドカ
ラーの層としてウェブの非金属側面を印刷、または、その他適切な技法やこれらの組み合
わせを使用することを考慮することができる。
【００５６】
　図面に戻ると、本発明に従い、構成要素１７８を形成するために、数々の手順やステッ
プを使用することができる。ある例では、折線１１０、１１２、１１４および１１６に沿
ってブランク１００を折ると、端の１５０と１６０が互いに合わさって、先端１８０と１
８２（図１Ｂ）およびその間に空洞または内空１８４（図１Ｃと１Ｄ）を有するスリーブ
１７８を形成する。
【００５７】
　第１のメインパネル１０４ａと第２の主パネル１０４ｂは、第２の主パネル１０４を形
成し、メインパネル１０４ｂの対応部分によって少なくとも部分的に目立たなくなる糊付
け部分１６２と１７４で第２の主パネル１０４を形成するように、必要な部分まで重なる
。このように、パネル１０４ａの重なった部分を除き、図１Ａは、形成される構成要素１
７８の外側表面１８６を表す。同様に、部分的エンドパネル１１８ａと１１８ｂは、エン
ドパネル１１８を形成するように必要な部分まで重なるが、本パネルは、実質的にレンズ
状で、重なり合っている部分的カットアウトの１２２ａと１２２ｂによって形成されるや
や半円状のカットアウト１２２がある。さらに、折線部分１２０ａと１２０ｂは、必要に
応じて重なって、アーチ状の折り線１２０を形成する。本発明の本態様とその他の態様で
は、その他の形状のエンドパネルとカットアウトが考慮されることが理解される。たとえ
ば、エンドパネルは、楕円、長方形、正方形、ひし形、台形、多角形あるいは、その他任
意の規則的または不規則な形状にすることができる。カットアウトは、円状、正方形また
は、その他任意の規則的または不規則的形状にすることができる。
【００５８】
　重なり合った部分は、糊付けあるいは接合されて、第１の着脱可能部位１４０と第２の
着脱可能部位１４２のあるスリーブ１７８を形成することができる。第１の副パネル１０
６と第２の副パネル１０８は、構成要素の向き合う側壁を形成するが、これは、折り線１
３２と１３４に沿って内側に折ることによってガセットをつけることができる（図１Ｃと
１Ｄ）。本実施例では、タブ１４８と１６６は、第１の主パネル１０４ａに糊付け、ある
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いは貼りつけされない。しかしながら、タブ１４８と１６６は、希望に応じて、第１の主
パネル１０４ａに着脱可能に貼りつけることができる。
【００５９】
　構成要素を使用するには、たとえば、食品Ｆを先端１８０または１８２から入れて、食
品Ｆが中に入っている構成要素１７８を電子レンジ（非表示）に入れて熱する。食品が加
熱されると、サセプタＭは、食品の表面の焦げ目および／またはカリカリ仕上げ効果を高
める。本発明の本態様およびその他の態様において、任意のパネル、たとえば、第１のメ
インパネル１０２、第１の主パネル１０４ａまたは第２の主パネル１０４ｂは、中で加熱
される特定の食品の輪郭に適応するとともに、サセプタＭを食品の表面の近くに近づける
ように、その長さまたは幅のすべてまたは部分に沿って、１つ以上の折線、分割線、カッ
トライン、切取折線、あるいは、その他の破壊線を含むことができることが考慮される。
加熱中に発生した蒸気はすべて、スリーブの開口先端１８０と１８２から、あるいは、開
口１３６と１３８から、放出することができる。
【００６０】
　食品を十分加熱後、ユーザは、食品Ｆを構成要素から取り出すことができる。あるいは
、スリーブ１７８の内側１８４に向かって、エンドパネル１１８と１２４を折って、図１
Ｄに示されているような開口先端１８０と閉鎖先端１８２を有する構成要素を形成するこ
とができる。本発明の本態様およびその他の態様では、エンドパネルは、任意の順序で内
側に折ることができる。したがって、たとえば、エンドパネル１２４を内側に折る前に、
エンドパネル１１８を内側に折ることができる。あるいは、エンドパネル１１８を内側に
折る前に、エンドパネル１２４を内側に折ることができる。いずれの構成でも、構成要素
１７８は、食品がエンドパネル１１８と１２４によってサポートされるように、直立した
状態に置くことができ、コンテナの土台として機能する。これは、加熱した食品Ｆを問題
なく取り扱うための便利な手段を提供する。
【００６１】
　食品Ｆを食べると、構成要素１７８は、食べている食品Ｆの邪魔になり始める場合があ
る。希望であれば、ユーザは、タブ１４８をつかんで構成要素１７８から外向きに引くこ
とができる。こうすることによって、着脱可能部位１４０は、図１Ｅに示されているよう
に、開裂線１５２ａ、１５２ｂおよび１４４に沿って、構成要素１７８の残りの部分から
分離し始める。さらに引くと、図１Ｆに示されているように、第１の着脱可能部位１４０
が構成要素１７８から完全に分離する。
【００６２】
　食品Ｆをさらに食べると、構成要素１７８は、再び、食べている食品Ｆの邪魔になり始
める場合がある。希望であれば、ユーザは、タブ１６６をつかんで構成要素１７８から外
向きに引くことができる。こうすることによって、着脱可能部位１４２は、図１Ｆに示さ
れているように、開裂線１７０ａ、１７０ｂおよび１４６に沿って、構成要素１７８の残
りの部分から分離し始める。さらに引くと、第２の着脱可能部位１４２が構成要素１７８
から完全に分離して（非表示）、中の食品Ｆを取り出しやすくなる。
【００６３】
　本明細書では、着脱可能部位１４０と１４２が上記の順序で削除されると説明したが、
タブ１４８と１６６の両方をつかんで、開裂線１４６にそってパネルを切り取ることによ
って、パネル１４０と１４２の両方を同時に取り除くことができることが理解される。こ
れは、たとえば、ユーザが、第１の着脱可能部位１４０を取り外さずに、食品の大部分を
食べて、さらに食品を食べることが必要な場合に有用な場合がある。
【００６４】
　図２Ａは、本発明の種々の態様に従う、別の例示的なブランク２００を表す。本実施例
では、ブランク２００は、メインパネル２０２、第１の主パネル２０４ａ、第２の主パネ
ル２０４ｂ、第１の副パネル２０６、および第２の副パネル２０８を含む、複数の接合パ
ネルを含む。第１の副パネル２０６は、縦方向の折線２１０に沿って、第１の主パネル２
０４ａに接合する。メインパネル２０２は、縦方向の折線２１２に沿って、第１の副パネ
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ル２０６に接合する。第２の副パネル２０８は、縦方向の折線２１４に沿って、主パネル
２０２に接合する。第２の主パネル２０４ｂは、縦方向の折線２１６に沿って、第２の副
パネル２０８に接合する。本実施例では、副パネル２０６と２０８は、Ｌ２によって示さ
れているように、実質的に長さが等しい。さらに、折線２１０、２１２、２１４および２
１６は、実質的に並行で、実質的に長さＬ２に等しい。しかしながら、その他の長さや構
成も考慮される。
【００６５】
　ブランク２００は、部分的エンドパネル２１８ａと２１８ｂを含み、それぞれの折線部
分２２０ａと２２０ｂに沿ってそれぞれパネル２０４ａと２０４ｂに接合する。部分的エ
ンドパネル２１８ａと２１８ｂのそれぞれは、それぞれ、部分的カットアウトの２２２ａ
と２２２ｂを含む。ブランク２００は、さらに、折線２２６に沿って、メインパネル２０
２に接合したエンドパネル２２４を含む。本実施例では、エンドパネル２２４は、実質的
にレンズ状の形状である。しかしながら、パネル２２４は、任意の適切な形状を有するこ
とができる。
【００６６】
　第１の副パネル２０６と第２の副パネル２０８は、それぞれ、実質的に中央に位置して
、その長さＬ２に沿って延設する、縦方向の折線２２８と２３０を含む。オプションで、
第１の副パネル２０６と第２の副パネル２０８のうちの１つあるいは両方は、それぞれ、
開口２３２と２３４を含む。図２Ａに示された例では、開口２３２は、実質的に円状の形
状で、実質的に折線２１０と２１２の間にある。同様に、開口２３４は、実質的に円状の
形状で、実質的に折線２１４と２１６の間にある。しかしながら、上記のように、このよ
うな開口の数、形状および位置は、特定の用途に応じて変えることができる。
【００６７】
　続けて図２Ａを参照すると、ブランク２００は、パネル２０２、２０４ａ、２０４ｂ、
２０６および２０８のそれぞれの少なくとも部分から延設して形成された着脱可能部位２
３６を含む。着脱可能部位２３６は、本実施例では、開口２３２と２３４により中断され
る分裂または開裂線２３８の横断線に沿って、パネル２０２、２０４ａおよび２０４ｂの
残りの部分に接合する。図２Ｂの例示的なブランク２００は、着脱可能部位２３６、１つ
だけを含むが、このようなパネルの任意の数およびこのようなパネルの任意の構成を望み
どおりに使用できることが理解される。
【００６８】
　着脱可能部位２３６は、端部２４２を部分的に画定するエクステンションまたはタブ２
４０を含む。本実施例では、タブ２４０の形状はややアーチ状である。しかし、エクステ
ンションは必要に応じてあるいは希望に応じて、任意の形状を有することができることを
理解する。開裂線２４４ａは、エクステンション２４０の第１の先端２４６ａから端部２
４８の方向に延設し、これに接することができる。開裂線２４４ｂは、タブ２４０の第２
の先端２４６ｂから、横断開裂線２３８の方向に延設し、これに接することができる。本
実施例では、開裂線２４４ａと２４４ｂは、開裂線２４４ａ、タブ２４０および開裂線２
４４ｂの形状がややアーチ状であるように、エクステンション２４０に対して配置される
。しかしながら、このような開裂線は、任意の適切な形状を有することができて、タブの
形状に対応しても、対応しなくてもよいことを理解されたい。したがって、たとえば、タ
ブ２４０の形状はややアーチ状であるが、開裂線部分２４４ａと２４４ｂは、平行線、ジ
グザグあるいはその他任意の形状にすることができる。開裂線２４４ａと２４４ｂは、タ
ブ２４０といっしょになって、以下で説明するように、第１の着脱可能部位２３６の分離
を促進する。
【００６９】
　着脱可能部位２３６は、端部２５０を部分的に画定するカットアウト２４８も含む。本
実施例では、カットアウト２４８の形状もややアーチ状である。タブと同様に、カットア
ウトは必要に応じてあるいは希望に応じて、上記のような、しかしこれらに限定されず、
任意の適切な形状を有することができるとともに、タブの形状または寸法に対応する、あ
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るいはしないことができる。着脱可能部位２３６は、カットアウト２４８に隣接する糊付
け部分２５２も含むとともに、周辺２５４によって画定される。図２Ａに示されているブ
ランク２００では、糊付け部分２５２の形状は、アーチあるいはブリッジ状である。しか
し、糊付け部分は、必要に応じてあるいは希望に応じて、任意の形状を有することができ
ることを理解する。
【００７０】
　希望であれば、サセプタＭは、ブランク２００の少なくとも部分を覆うことができ（構
成要素の外側表面を形成するブランクの側面を図説する図２Ａの図では非表示）、図２Ｂ
と２Ｃでわかるように、そこから形成される構成要素２５６の内側表面の少なくとも部分
を形成することができる。しかしながら、本明細書で説明されているようなその他のマイ
クロ波エネルギー相互作用要素を本発明で使用することが考慮される。
【００７１】
　本発明によるその数々のステップや手順を使用して、スリーブまたはその他の構成要素
２５６を形成することができる。ある例では、ブランク２００を折り線２１０、２１２、
２１４および２１６に沿って折ると、端２４２と２５０は、それぞれたがいに合わさって
、先端２５８と２６０と、その間に空洞または内空２６２を有するスリーブ２５６を形成
する（図２Ｂ）。
【００７２】
　第１と第２の主パネル２０４ａと２０４ｂは、第２の主パネル２０４ｂによって少なく
とも部分的に隠される糊付け部分２５２のある第２のメインパネル２０４を形成するよう
に必要な部分まで重なり合う。このように、主パネル２０４ａの重なった部分を除き、図
２Ａは、形成される構成要素２５６の外側表面２６４を表す。同様に、部分的エンドパネ
ル２１８ａと２１８ｂは、端のパネル２１８を形成するように必要な部分が重なり合うが
、このパネルは、実質的にレンズ状で、重なり合う部分カットアウトの２２２ａと２２２
ｂによって形成されるやや半円状のカットアウト２２２がある。さらに、折線部分２２０
ａと２２０ｂは、アーチ状の折線２２０を形成するように必要な部分が重なり合う。上記
のように、エンドパネルとカットアウトのその他の形状が考慮される。
【００７３】
　そして、重なり合った部分は、ブランク２００の着脱可能部位２３６を備える着脱可能
部位２３６を有するスリーブ２５６を形成するように、糊付けあるいは接合される。本構
成では、第１の副パネル２０６と第２の副パネル２０８は、構成要素２５６の向き合う側
面を形成するが、これは、図２Ｂに示されているように、折線２２８と２３０に沿って内
側に折ることによってガセットをつけることができる。本実施例では、エクステンション
またはタブ２４０は、パネル２０４ａに糊付けあるいは貼り付けられていない。しかし、
希望であれば、タブ２４０は、パネル２０４ａに着脱可能に貼り付けることができること
を理解する。
【００７４】
　本構成要素を使用するには、たとえば、食品Ｆを開口先端２５８または２６０から入れ
て、食品Ｆが中に入っている構成要素２５６を電子レンジ（非表示）に入れて熱する。食
品が加熱されると、サセプタＭは、食品の表面の焦げ目および／またはカリカリ仕上げ効
果を高める。加熱中に発生した蒸気はすべて、スリーブの開口先端２５８と２６０から、
あるいは開口２３２と２３４から、放出することができる。
【００７５】
　食品を十分加熱後、ユーザは、食品Ｆを構成要素から取り出すことができる。あるいは
、スリーブ２５６の内側２６２に向かって、エンドパネル２１８と２２４を折って、開口
先端２５８と閉鎖先端２６０を有する構成要素またはコンテナを形成することができる（
図２Ｃ）。こうすると、構成要素２５６は、食品がエンドパネル２１８と２２４によって
サポートされるように、直立した状態に置くことができ、コンテナの土台として機能する
。
【００７６】
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　食品（非表示）を食べると、構成要素２５６は食品を食べる邪魔になり始める場合があ
る。希望であれば、図２Ｃに示されているように、ユーザは、タブまたはエクステンショ
ン２４０をつかんで、構成要素２５６の外側に引くことができる。こうすると、着脱可能
部位２３６は、開裂線２４４ａ、２４４ｂおよび２３８に沿って、構成要素２５６の残り
の部分から分離し始める。さらに引っ張ると、着脱可能部位２３６は構成要素２５６から
完全に分離する。この結果、食品が食べやすくなる。
【００７７】
　図３Ａには、別の例示的なブランク３００が示されている。ブランク３００は、メイン
パネル３０２、第１の主パネル３０４ａ、第２の主パネル３０４ｂ、第１の副パネル３０
６、および第２の副パネル３０８を含む、複数の接合パネルを含む。第１の副パネル３０
６は、縦方向の折線３１０に沿って、第１の主パネル３０４ａに接合する。メインパネル
３０２は、縦方向の折線３１２に沿って、第１の副パネル３０６に接合する。第２の副パ
ネル３０８は、縦方向の折線３１４に沿って、主パネル３０２に接合する。第２の主パネ
ル３０４ｂは、縦方向の折線３１６に沿って、第２の副パネル３０８に接合する。本実施
例では、副パネル３０６と３０８は、実質的に長さＬ３が等しい。さらに、折線３１０、
３１２、３１４および３１６は、実質的に並行で、実質的に長さＬ３が等しい。しかしな
がら、その他の長さや構成も考慮される。
【００７８】
　ブランク３００は、部分的エンドパネル３１８ａと３１８ｂを含み、それぞれ、曲線の
折線部分３２０ａと３２０ｂに沿ってそれぞれパネル３０４ａと３０４ｂに接合する。オ
プションで、部分的エンドパネル３１８ａと３１８ｂのそれぞれは、それぞれ、部分的カ
ットアウトの３２２ａと３２２ｂを含む。ブランク３００は、ややアーチ状の折線３２６
に沿って、メインパネル３０２に接合したエンドパネル３２４を含む。本実施例では、エ
ンドパネル３２４は、実質的にレンズ状の形状である。しかしながら、エンドパネルは任
意の適切な形状を有することができることが考慮される。
【００７９】
　第１の副パネル３０６と第２の副パネル３０８は、それぞれ、実質的に中央に位置して
、その長さＬ３に沿って延設する、縦方向の折線３２８と３３０を含む。オプションで、
第１の副パネル３０６と第２の副パネル３０８のうちの１つあるいは両方は、それぞれ、
開口３３２と３３４を含む。図３Ａに示された例では、開口３３２は、実質的に円状の形
状で、実質的に折線３１０と３１２の間にある。開口３３４は、実質的に円状の形状で、
実質的に折線３１４と３１６の間にある。しかしながら、上記のように、このような開口
の数、形状および位置は、特定の用途に応じて変えることができる。
【００８０】
　続けて図３Ａを参照すると、ブランク３００は、パネル３０２、３０４ａ、３０４ｂ、
３０６および３０８のそれぞれの少なくとも部分から延設して形成された着脱可能部位３
３６を含む。着脱可能部位３３６は、横断開裂線３３８の横断開裂線に沿って、パネル３
０２、３０４ａおよび３０４ｂの残りの部分に接合する。図３Ａの例示的なブランク３０
０は、着脱可能部位２３６を１つだけを含むが、このような部分またはパネルの任意の数
およびこのようなパネルの任意の構成を望みどおりに使用できることが理解される。
【００８１】
　着脱可能部位３３６は、メインパネル３０２から延設する、やや三角形のタブ３４０を
含む。本実施例では、タブ３４０は、副パネル３０８の少なくとも部分を備えて、ややア
ーチ状またはＶ形状のカットライン３４４により画定される。しかしながら、タブ３４０
の場所や形状は、特定の用途に応じて変えることができることを理解する。開裂線３４２
ａは、カットライン３４４の第１の先端３４４ａから端部３４６の方向に延設し、これに
接することができる。開裂線３４２ｂは、カットライン３４４の第２の先端３４４ｂから
、横断開裂線３３８の方向に延設し、これに接することができる。本実施例では、開裂線
３４２ａと３４２ｂは、開裂線３４２ａ、３４４および３４２ｂがややＶ字状であるよう
に、タブ３４０に対して配置される。しかしながら、このような開裂線は、任意の適切な
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形状を有することができて、タブの形状に対応することも対応しないことも可能であるこ
とを理解する。したがって、たとえば、タブ３４０の形状はやや三角形であるが、開裂線
部分３４２ａと３４２ｂは、平行線、ジグザグあるいはその他任意の形状にすることがで
きる。開裂線部分３４２ａと３４２ｂは、タブ３４０といっしょになって、以下で説明す
るように、第１の着脱可能部位３３６の分離を促進する。
【００８２】
　希望であれば、サセプタＭは、ブランク３００の少なくとも部分を覆うことができ（構
成要素の外側表面を形成するブランクの側面を図説する図３Ａの図では非表示）、図３Ｂ
‐３Ｆでわかるように、そこから形成される構成要素３５２の内側表面の少なくとも部分
を形成することができる。しかしながら、本明細書で説明されているようなその他のマイ
クロ波エネルギー相互作用要素を本発明で使用することが考慮される。
【００８３】
　本発明によるその数々のステップを使用して、スリーブまたはその他の構成要素３５２
を形成することができる。ある例では、図３Ｂに示されているように、ブランク３００を
折り線３１０、３１２、３１４および３１６に沿って折ると、端部３４８と３５０は、そ
れぞれたがいに合わさって、２つの開口先端３５４と３５６と、その間に空洞または内空
３５８を有するスリーブ３５２を形成する。第１と第２の主パネル３０４ａと３０４ｂは
、第２のメインパネル３０４を形成するように必要な部分が重なり合い、部分的エンドパ
ネル３１８ａと３１８ｂは、エンドパネル３１８を形成するように必要な部分が重なり合
い、折線部分３２０ａと３２０ｂは、折線３２０を形成するように必要な部分が重なり合
い、部分的カットアウト３２２ａと３２２ｂは、カットアウト３２２を形成するように必
要な部分が重なり合う。本実施例では、カットアウト３２２の形状はやや半円状である。
しかし、その他多数の形状が考慮されることを理解する。
【００８４】
　重なり合った部分は、ブランク３００の着脱可能部位３３６を備える着脱可能部位３３
６を含むスリーブ３５２を形成するように、糊付けあるいは接合される。第１の副パネル
３０６と第２の副パネル３０８は、構成要素の向き合う側面を形成するが、これは、折線
３２８と３３０に沿って内側に折ることによってガセットをつけることができる（図３Ｄ
）。
【００８５】
　本構成要素を使用するには、食品（非表示）を開口先端３５４または３５６から入れて
、食品が中に入っている構成要素３５２を電子レンジ（非表示）に入れて熱する。食品が
加熱されると、サセプタＭは、食品の表面の焦げ目および／またはカリカリ仕上げ効果を
高める。加熱中に発生した蒸気はすべて、スリーブの開口先端３５４と３５６から、ある
いは開口３３２と３３４から、放出できる。
【００８６】
　食品を十分加熱した後、ユーザは、食品を構成要素から取り出すことができるか、ある
いは、スリーブの内側３５８に向かって、エンドパネル３１８と３２４を折って、図３Ｃ
に示されているように、開口先端３５４と閉鎖先端３５６を有するコンテナ３５２を形成
することができる。すると、構成要素３５２は、コンテナの土台として機能する、内側に
折り込まれ重ねられたエンドパネル３１８と３２４によってサポートされる食品とともに
、直立状態に置くことができる。これは、加熱した食品の表面に触れるという不安がなく
、食品を扱うための便利な手段を提供する。
【００８７】
　図３Ｄ－３Ｆを参照すると、食品を食べると、構成要素は食べている食品の邪魔になり
始める。希望であれば、ユーザは、タブ３４０をつかんで、構成要素から外側に引くこと
ができる。こうすると、着脱可能部位３３６は、開裂線３４２ａ、３４２ｂおよび３３８
に沿って、構成要素の残りの部分から分離し始める。さらに引っ張ると、着脱可能部位３
３６は構成要素から完全に分離して、食品が食べやすくなる。
【００８８】
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　図４Ａは、本発明に従う、また別の典型的ブランク４００を図説する。ブランク４００
は、示されているように、種々の縦方向の折線４１０、４１２、４１４および４１６に沿
って接合されたメインパネル４０２、第１の主パネル４０４ａ、第２の主パネル４０４ｂ
、第１の副パネル４０６、および第２の副パネル４０８を含む複数のパネルを含む。本実
施例では、副パネル４０６と４０８は、長さＬ４が（に）実質的に等しい。さらに、折線
４１０、４１２、４１４および４１６は、実質的に並行で、実質的に長さＬ４が（に）等
しい。しかしながら、その他の長さや構成も考慮される。
【００８９】
　ブランク４００は、それぞれの曲線の折線部分４２０ａと４２０ｂに沿ってそれぞれパ
ネル４０４ａと２０４ｂに接合する部分的エンドパネル４１８ａと４１８ｂを含む。オプ
ションで、部分的エンドパネル４１８ａは、固定機能４２２を含む。ブランク４００は、
ややアーチ状の折線４２６に沿ってメインパネル４０２に接合したエンドパネル４２４を
含む。本実施例では、エンドパネル４２４の形状は実質的にレンズ状である。しかしなが
ら、エンドパネルは、任意の適切な形状を有することができる。エンドパネル４２４は、
その上で実質的に中央に配置された、固定機能４２２を受け止めるように画定されている
Ｔ字状の受け側スリット４２８を含む。
【００９０】
　第１の副パネル４０６と第２の副パネル４０８は、それぞれ、実質的に中央に位置して
、その長さＬ４に沿って延在する、縦方向の折線４３０と４３２を含む。オプションで、
第１の副パネル４０６と第２の副パネル４０８のうちの１つあるいは両方は、それぞれ、
開口４３４と４３６を含む。図４に示された例では、開口４３４は、実質的に円状の形状
で、実質的に折線４１０と４１２の間にある。開口４３６は、実質的に円状の形状で、実
質的に折線４１４と４１６の間にある。しかしながら、上記のように、このような開口の
数、形状および位置は、特定の用途に応じて変えることができる。
【００９１】
　続けて図４Ａを参照すると、ブランク４００は、パネル４０２、４０４ａ、４０４ｂ、
４０６および４０８のそれぞれの少なくとも部分から延設して形成された着脱可能部位４
３８を含む。着脱可能部位４３８は、横断開裂線４４０の横断開裂線に沿って、パネル４
０２、４０４ａおよび４０４ｂの残りの部分に接合する。図４の例示的なブランク４００
は、着脱可能部位４３８を１つだけを含むが、このような部分またはパネルの任意の数お
よびこのようなパネルの任意の構成を望みどおりに使用できることが理解される。
【００９２】
　着脱可能部位４３８は、第１のメインパネル４０２と第２の副パネル４０８の中で、折
線４３２の近くで終わっている、やや細長いカットアウト４４２を含む。第１のメインパ
ネル４０２のカットアウト４４２の部分は、やや半円状の形状で、アーチ状の把握端部４
４４がある。第２の副パネル４０８のカットアウト４４２の部分は、一般的に長方形また
は正方形の形状である。開裂線４４６ａは、把握端部４４４の第１の端部４４８ａから、
端部４５０に延設し、これに接することができる。開裂線４４６ｂは、把握端部４４４の
第２の端部４４８ｂから横断開裂線４４０の歩行に延びて、実質的に接することができる
。開裂線４４６ａと４４６ｂは把握端部４４４といっしょになって、ブランクがスリーブ
またはコンテナに形成されると（非表示）、着脱可能部位４３８の分離を促進する。
【００９３】
　希望であれば、サセプタＭは、ブランク４００の少なくとも部分を覆うことができ（構
成要素の外側表面を形成するブランクの側面を図説する図４Ａの図では非表示）、図４Ｂ
と４Ｃでわかるように、そこから形成される構成要素４５２の内側表面の少なくとも部分
を形成することができる。
【００９４】
　本発明によるその数々のステップを使用して、スリーブまたはその他の構成要素４５２
を形成することができる。ある例では、図４Ｂに示されているように、ブランク４００を
折り線４１０、４１２、４１４および４１６に沿って折ると、端部４５４と４５６は、そ
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れぞれたがいに合わさって、２つの開口先端４５８と４６０と、その間に空洞または内空
４６２を有するスリーブ４５２を形成する。第１と第２の主パネル４０４ａと４０４ｂは
、第２のメインパネル４０４を形成するように必要な部分が重なり合い、部分的エンドパ
ネル４１８ａと４１８ｂはエンドパネル４１８を形成するように必要な部分が重なり合い
、折線部分４２０ａと４２０ｂは折線４２０を形成するように必要な部分が重なり合う。
重なり合った部分は、ブランク４００の着脱可能部位４３８を備える着脱可能部位４３８
を含むスリーブ４５２を形成するように糊付けあるいは接合できる。第１の副パネル４０
６と第２の副パネル４０８は、構成要素の向き合う側面壁を形成し、これは、折線４３０
と４３２に沿って内側に折ることによって、ガセットをつけることができる。
【００９５】
　本構成要素４５２を使用するには、たとえば、食品（非表示）を開口先端４５８または
４６０から入れて、食品が中に入っている構成要素を電子レンジ（非表示）に入れて熱す
る。食品が加熱されると、サセプタＭは、食品の表面の焦げ目および／またはカリカリ仕
上げ効果を高める。加熱中に発生した蒸気はすべて、スリーブの開口先端４５８と４６０
から、あるいは開口４３４と４３６から、放出できる。
【００９６】
　食品を十分加熱後、ユーザは、食品をスリーブ４５２から取り出すことができる。ある
いは、スリーブ４５２の内側４６２に向かって、エンドパネル４１８と４２４を折って、
図４Ｃに示されているように、開口先端４５８と閉鎖先端４６０を有する構成要素を形成
することができる。希望であれば、固定機能４２２を受け側スリット４２８に挿入して、
パネルを固定位置に固定することができる（図４Ｃでは表示されない）。上向きに置いた
場合、エンドパネル４１８と４２４は、コンテナ４５２の土台として機能して、その中の
食品（非表示）をサポートする。
【００９７】
　食品を食べると、構成要素は食品を食べる邪魔になり始める場合がある。希望であれば
、ユーザは、把握端部４４４に沿って、カットアウト４４２に指またはその他の道具を入
れて、着脱可能部位４３８を構成要素の残りの部分から分離し始めることができる。こう
すると、着脱可能部位４３８は、開裂線４４６ａ、４４６ｂおよび４４０に沿って、構成
要素の残りの部分から分離し始める。さらに引っ張ると、図３Ｄ－３Ｆに関して示されて
いるのと同様に、着脱可能部位４３８は構成要素から完全に分離して、食品が食べやすく
なる。
【００９８】
　図５Ａは、本発明に従うさらにまた別の典型的ブランク５００を図説する。図５Ａのブ
ランクは、図４Ａのブランクと同様であるが、カットアウト５４２が第２の副パネル５０
８内にあり、折線５１４と５３２の間に実質的にあることが違う。カットアウト５４２の
形状はほぼ正方形または長方形で、折線５１４と実質的に直線をなす、実質的に直線の把
握端部５４４がある。
【００９９】
　希望であれば、サセプタＭは、ブランク５００の少なくとも部分を覆うことができ（構
成要素の外側表面を形成するブランクの側面を図説する図５Ａの図では非表示）、図５Ｂ
でわかるように、そこから形成される構成要素５５２の内側表面の少なくとも部分を形成
することができる。
【０１００】
　ブランク５００から、電子レンジの食品の加熱、焦げ目をつける、および／あるいはカ
リカリに仕上げるためのスリーブ（非表示）を形成することが可能である。そして、スリ
ーブは、図５Ｂに示されているように、食品を食べると食品をサポートするためのコンテ
ナに変換することができる。ユーザは、把握端部５４４に沿って、指またはその他の道具
をカットアウト５４２に入れて、着脱可能部位５３８を構成要素５５２の残りの部分から
分離し始めることができる。こうすると、着脱可能部位５３８は、開裂線５４６ａ、５４
６ｂおよび５４０に沿って、構成要素物の残りの部分から分離を開始する。さらに引っ張
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ると、図３Ｄ－３Ｆに関連して示したのと同様に、着脱可能部位５３８は構成要素から完
全に分離して、中の食品が食べやすくなる。
【０１０１】
　図６Ａは、本発明の種々の態様に従う、別の例示的なブランク６００を表す。ブランク
６００は、メインパネル６０２、第１の主パネル６０４ａ、第２の主パネル６０４ｂ、第
１の副パネル６０６、および第２の副パネル６０８を含む、複数の接合パネルを含む。第
１の副パネル６０６は、縦方向の折線６１０に沿って、第１の主パネル６０４ａに接合す
る。メインパネル６０２は、縦方向の折線６１２に沿って、第１の副パネル６０６に接合
する。第２の副パネル６０８は、縦方向の折線６１４に沿って、主パネル６０２に接合す
る。第２の主パネル６０４ｂは、縦方向の折線６１６に沿って、第２の副パネル６０８に
接合する。折線６１０、６１２および６１６は、実質的に平行で、実質的に長さＬ５が等
しい。折線６１４は、折線６１０、６１２および６１６に実質的に平行であるが、長さは
、Ｌ６によって示されるように、やや短い。
【０１０２】
　ブランク６００は、それぞれ、曲線の折線部分６２０ａと６２０ｂに沿ってそれぞれパ
ネル６０４ａと６０４ｂに接合した部分的エンドパネル６１８ａと６１８ｂを含む。オプ
ションで、部分的エンドパネル６１８ａは、タブまたはその他の固定機能６２２を含む。
ブランク６００は、ややアーチ状の折線６２６に沿ってメインパネル６０２に接合したエ
ンドパネル６２４を含む。本実施例では、エンドパネル６２４の形状は実質的にレンズ状
である。しかしながら、任意の形状を使用できる。エンドパネル６２４は、その上で実質
的に中央に配置され、固定機能６２２を受け止めるように画定されているＴ字状のスリッ
ト６２８を含む。
【０１０３】
　希望であれば、第１の副パネル６０６と第２の副パネル６０８のうちの１つあるいは両
方は、それぞれ、実質的に中央に配置された縦方向の折線６３０と６３２を含むことがで
きる。折線６３０は、副パネル６０６を、それぞれ長さがＬ５である、寸法が同様な２つ
の部分に実質的に二等分する。折線６３２は、副パネル６０８を、幅はほぼ等しいが、長
さがＬ５とＬ６で異なる２つの部分に分割して、カットアウト６３４を画定する。副パネ
ル６０６の長さは、折線６３２と折線６１６の間にある副パネル６０８の部分の長さにほ
ぼ等しい。オプションで、第１の副パネル６０６と第２の副パネル６０８のうちの１つま
たは両方は、それぞれ開口６３６と６３８を含む。図６Ａに示されている例では、開口６
３６の形状は実質的に円状で、折線６１０と６１２の間にある。開口６３８の形状は実質
的に円状で、縦方向の折線６１４と６１６の間にある。しかしながら、任意の数と形状の
開口を使用することができる。
【０１０４】
　続けて図６Ａを参照すると、ブランク６００は、パネル６０２、６０４ａ、６０４ｂ、
６０６および６０８それぞれの少なくとも一部から延設して形成される着脱可能部位６４
０を含む。着脱可能部位６４０は、横断開裂線に沿って、パネル６０２、６０４ａおよび
６０４ｂの残りに接合される。着脱可能部位６４０は、ブランク６００の周辺端部６４６
に隣接するメインパネル６０２から延設するやや丸いエクステンションまたはタブ６４４
を含む。斜めの開裂線６４８は、タブ６４４から、開裂線６４２に向かって延設し、これ
に接することができる。図６Ａの例示的なブランク６００は、着脱可能部位６４０を１つ
だけ含むが、希望に応じて、このような部分またはパネルの任意の数およびこのようなパ
ネルの任意の形状を使用することができる。
【０１０５】
　希望であれば、サセプタＭは、ブランク６００の少なくとも部分を覆うことができ（構
成要素の外側表面を形成するブランクの側面を図説する図６Ａでは非表示）、図６Ｂ－６
Ｄでわかるように、そこから形成される構成要素６５０の内側表面の少なくとも部分を形
成することができる。
【０１０６】
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　本発明によるその数々のステップを使用して、スリーブまたはその他の構成要素６５０
を形成することができる。ある例では、図６Ｂと６Ｃに示されているように、ブランク６
００を折り線６１０、６１２、６１４および６１６に沿って折ると、端部６５２と６５４
は、それぞれたがいに合わさって、２つの開口先端６５６と６５８と、その間に空洞また
は内空６６０を有するスリーブ６５０を形成する。第１と第２の主パネル６０４ａと６０
４ｂは、第２のメインパネル６０４を形成するように必要な部分が重なり合い、部分的エ
ンドパネル６１８ａと６１８ｂはエンドパネル６１８を形成するように必要な部分が重な
り合い、折線部分６２０ａと６２０ｂは折線６２０を形成するように必要な部分が重なり
合う。重なり合った部分は、ブランク６００の着脱可能部位６４０を備える着脱可能部位
６４０を含むスリーブ６５０を形成するように糊付けあるいは接合できる。第１の副パネ
ル６０６と第２の副パネル６０８は、構成要素の向き合う側面壁を形成し、これは、折線
６３０と６３２に沿って内側に折ることによって、ガセットをつけることができる（図６
Ｂ）。
【０１０７】
　スリーブ６５０は、本明細書で提供される種々のその他の例に関して、上記の手法で使
用できる。加熱後、エンドパネル６１８と６２４は内側に折ることができ、タブ６２２を
スリット６２８に入れて、パネル６１８と６２４を固定された構成に固定することができ
る。本手法では、重ね合ったパネル６１８と６２４の上に食品を置き、コンテナ６５０を
上向きに置くと、食品（非表示）はさらに安全にサポートされる。
【０１０８】
　図６Ｄに示されるように、着脱可能部位６４０は、本発明のその他の種々の例示的な実
施形態に関して上記に示されたように、中の食品（非表示）を食べる必要に応じて、開裂
線６４８と６４２に沿ってコンテナ６５０から分離できる。
【０１０９】
　図７Ａは、本発明に従うさらにまた別の典型的ブランク７００を図説する。図７Ａのブ
ランクは、図６Ａのブランクと同様であるが、縦方向の折線７３２が、カットアウト７３
４がタブ７４４と折線７１６との間に実質的に延設するように、副パネル７０８をそれぞ
れ長さＬ７を持つ２つの同様な寸法の部分に実質的に二等分する点が異なる。このように
、副パネル７０８は、副パネル７０６の長さＬ８よりも短い全体の長さＬ７を持つ。同様
に、折線７３２は、折線７３０の長さＬ８よりも短い長さＬ７を持つ。
【０１１０】
　希望であれば、サセプタＭは、ブランク７００の少なくとも部分を覆うことができ（構
成要素の外側表面を形成するブランクの側面を図説する図７Ａの図では非表示）、図７Ｂ
でわかるように、そこから形成される構成要素７５０の内側表面の少なくとも部分を形成
することができる。
【０１１１】
　ブランク７００から、電子レンジの食品の加熱、焦げ目をつける、および／あるいはカ
リカリに仕上げるためのスリーブ（非表示）を形成することが可能である。そして、スリ
ーブは、図７Ｂに示されているように、食品（非表示）を食べるときには、食品をサポー
トするためのコンテナに変換することができる。必要であれば、着脱可能部位７４０は、
本発明のその他の種々の典型的実施形態に関して上記に示されたように、食品を食べる必
要に応じて、開裂線７４８と７４２に沿って、コンテナ７５０の残りから分離することが
できる。
【０１１２】
　図８Ａは、本発明に従う別の典型的ブランク８００を図説する。本実施例では、ブラン
ク８００は、メインパネル８０２、第１の主パネル８０４ａ、第２の主パネル８０６ｂ、
第１の副パネル８０８、および第２の副パネル８０６を含む。第１の副パネル８０６は、
縦方向の折線８１０に沿って、第１の主パネル８０４ａに接合する。メインパネル８０２
は、縦方向の折線８１２に沿って、第１の副パネル８０６に接合する。第２の副パネル８
０８は、縦方向の折線８１４に沿って、メインパネル８０２に接合する。第２の主パネル
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８０４ｂは、縦方向の折線８１６に沿って、第２の副パネル８０８に接合する。本実施例
では、折線８１０、８１２、８１４と８１６は、実質的に平行である。さらに、折線８１
４と８１６は、実質的に長さＬ１０に等しい。しかしながら、その他の長さや構成も考慮
される。
【０１１３】
　ブランク８００は、それぞれ、曲線の折線部分８２０ａと８２０ｂに沿ってそれぞれパ
ネル８０４ａと８０４ｂに接合する部分的エンドパネル８１８ａと８１８ｂを含む。部分
的エンドパネル８１８ａと８１８ｂは、それぞれ、部分カットアウト８２２ａと８２２ｂ
を含む。ブランク８００は、実質的にアーチ状の折線８２６に沿って、メインパネル８０
２に接合したエンドパネル８２４を含む。本実施例では、エンドパネル８２４は、実質的
にレンズ状の形状である。しかしながら、パネル８２４は、任意の適切な形状を有するこ
とができる。
【０１１４】
　第１の副パネル８０６と第２の副パネル８０８は、それぞれ、実質的に中央に位置して
、その長さＬ９およびＬ１０に沿って延設する、縦方向の折線８２８と８３０を含む。オ
プションで、第１の副パネル８０６と第２の副パネル８０８のうちの１つあるいは両方は
、それぞれ、開口８３２と８３４を含む。図８Ａに示された例では、開口８３２は、実質
的に円状の形状で、実質的に折線８１０と８１２の間にある。同様に、開口８３４は、実
質的に円状の形状で、実質的に折線８１４と８１６の間にある。
【０１１５】
　続けて図８Ａを参照すると、パネル８０２、８０４ａ、８０４ｂ、８０６と８０８は、
集合的に、開裂ストリップセクション８３６ａ、８３６ｂ、８３６ｃおよび８３６ｄを備
える複数の着脱可能部位を形成する。本実施例では、各セクション８３６ａ、８３６ｂお
よび８３６ｃは、パネル８０４ａで始まり、パネル８０２を対角線上に延設し、パネル８
０４ｂで終了する。セクション８３６ｄは、パネル８０４ａで始まり、メインパネル８０
２で終わる。しかし、特定の用途の必要あるいは希望に応じて、任意の数の部分が使用で
き、このような部分のそれぞれは、任意のパネルで始まり終わることができることを理解
する。
【０１１６】
　セクション８３６ａは、斜めの開裂線８３８ａに沿って、セクション８３６ｂに接合す
る。セクション８３６ｂは、斜めの開裂線８３８ｂに沿って、セクション８３６ｃに接合
する。セクション８３６ｃは、斜めの開裂線８３８ｃに沿って、セクション８３６ｄに接
合する。本実施例では、開裂線８３８ａ、８３８ｂおよび８３８ｃは実質的に平行である
。しかしながら、本発明ではその他の形態を用いることもできる。種々の開裂ストリップ
セクション８３６ａ、８３６ｂ、８３６ｃおよび８３６ｄ、および開裂線部分８３８ａ、
８３８ｂおよび８３８ｃは、ブランクがスリーブまたはその他の構成要素に形成されると
、あるパネルと対応する開裂線の終点は次の開始点であるように、位置される。本手法で
は、図８Ｂ－８Ｆに関連して説明されるように、単独の連続開裂ストリップ８３６は、実
質的に連続した斜めの開裂線８３８に沿って形成される。ブランク８００は、開裂線８３
８に沿って開裂ストリップ８３６の開裂を促進するタブ８４０またはその他の把握機能を
含む。タブ８４０は、望みに応じて、任意の適切な形状を有することができる。本実施例
では、タブ８４０は、第１の主パネル８０４ａの部分として示される。しかしながら、タ
ブ８４０は、たとえば、パネル８０２、８０６、８０８または８０４ｂなど、種々のその
他のパネルの任意の部分にすることができる。
【０１１７】
　希望であれば、サセプタＭは、ブランク８００の少なくとも部分を覆うことができ（構
成要素の外側表面を形成するブランクの側面を図説する図８Ａの図では非表示）、図８Ｂ
‐８Ｇでわかるように、そこから形成される構成要素８４２の内側表面の少なくとも部分
を形成することができる。しかしながら、本明細書に記載されるようなその他のマイクロ
波エネルギー相互作用成分を本発明で使用することが考慮される。
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【０１１８】
　図８Ｂ－８Ｃを参照すると、本発明による数々の過程を使用して、スリーブまたはその
他の構成要素８４２を形成することができる。ある例では、ブランク８００を折り線８１
０、８１２、８１４および８１６に沿って折ると、端部８４４と８４６は、それぞれたが
いに合わさって、２つの先端８４８と８５０と、その間に空洞または内空８５２を有する
スリーブ８４２を形成する。
【０１１９】
　第１と第２の主パネル８０４ａと８０４ｂは、第２のメインパネル８０４を形成するよ
うに必要な部分が重なり合う。部分的エンドパネル８１８ａと８１８ｂは、エンドパネル
８１８を形成するように必要な部分が重なり合う。折線部分８２０ａと８２０ｂは、アー
チ状の折線８２０を形成するように必要な部分が重なり合う。部分カットアウト８２２ａ
と８２２ｂは、カットアウト８２２を形成するように必要な部分が重なり合う。本実施例
では、エンドパネル８１８は、実質的にレンズ状の形状で、カットアウトはやや半円状の
形状である。しかしながら、エンドパネル８２４に関して上記のような形状など、その他
の形状が考慮される。重なり合った部分は、着脱可能部位８３６を有するスリーブ８４２
を形成するようの糊付けあるいは接合することができる。第１の副パネル８０６と第２の
副パネル８０８は、構成要素８４２の向き合う側面壁を形成し、これは、折線８２８と８
３０に沿って内側に折ることによって、ガセットをつけることができる（非表示）。
【０１２０】
　本構成要素を使用するには、食品（非表示）を開口先端８４８または８５０から入れて
、食品が中に入っているスリーブ８４２を電子レンジ（非表示）に入れて熱する。食品が
加熱されると、サセプタＭは、食品の表面の焦げ目および／またはカリカリ仕上げ効果を
高める。加熱中に発生した蒸気はすべて、スリーブの開口先端８４８と８５０から、ある
いは開口８３２と８３４から、放出できる。
【０１２１】
　食品を十分加熱後、ユーザは、食品を構成要素から取り出すことができる。あるいは、
スリーブ８４２の内側８５２に向かって、エンドパネル８１８と８２４を折って、図８Ｄ
に示されているように、開口先端８４２と閉鎖先端８５０を有するコンテナ８４２を形成
することができる。その後、構成要素８４２は、エンドパネル８１８と８２４が食品をサ
ポートする土台として機能するように、上向きに配置することができる。これは、加熱し
た食品の表面に触れることなく、加熱した食品を扱って持ち運ぶための便利な手段を提供
する。
【０１２２】
　図８Ｅ－８Ｇを参照すると、食品（非表示）を食べるとき、ユーザは、タブ８４０をつ
かんで、構成要素８４２の残りの部分からの開裂ストリップ８３６の分離を開始すること
ができる。さらに引っ張ると、開裂ストリップ８３６が終点に到達するまで、開裂ストリ
ップ８３６は構成要素８４２から引き続き分離して、ユーザは、必要に応じてあるいは希
望に応じて、食品を食べることができる。
【０１２３】
　図９Ａは、本発明の種々の態様に従う、別の例示的なブランク９００を表す。ブランク
９００は、一般的に、メインパネル９０２、第１の主パネル９０４ａ、第２の主パネル９
０４ｂ、第１の副パネル９０６、および第２の副パネル９０８を含む。第１の副パネル９
０６は、縦方向の開裂線９１０に沿って、第１の主パネル９０４ａに接合する。メインパ
ネル９０２は、縦方向の開裂線９１２に沿って、第１の副パネル９０６に接合する。第２
の副パネル９０８は、縦方向の開裂線９１４に沿って、メインパネル９０２に接合する。
第２の主パネル９０４ｂは、縦方向の開裂線９１６に沿って、第２の副パネル９０８に接
合する。本実施例では、開裂線９１０、９１２、９１４および９１６は、実質的に平行で
、実質的に長さＬ１１に等しい。しかし、その他の構成が考慮される。
【０１２４】
　本発明の種々の態様に従い、１つ以上のパネル９０２、９０４ａ、９０４ｂ、９０６お
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よび９０８は、ブランク９００の着脱可能部位として機能することができる。任意のこの
ようなパネルは、開裂線９１０、９１２、９１４および９１６の少なくとも１つに沿って
開裂することによって、隣接のパネルから少なくとも部分的に分離することができる。た
とえば、第１の主パネル９０４ａは、開裂線９１０に沿って開裂することによって、ブラ
ンク９００の残りの部分から少なくとも部分的に分離することができる。第１の副パネル
９０６は、開裂線９１０および／あるいは開裂線９１２に沿って開裂することによって、
ブランク９００の残りの部分から少なくとも部分的に分離することができる。メインパネ
ル９０２は、開裂線９１２および／または開裂線９１４に沿って開裂することによって、
ブランク９００の残りの部分から少なくとも部分的に分離することができる。第２の副パ
ネル９０８は、開裂線９１４および／または開裂線９１６に沿って開裂することによって
、ブランク９００の残りの部分から少なくとも部分的に分離することができる。第２の主
パネル９０４ｂは、開裂線９１６に沿って開裂することによって、ブランク９００の残り
の部分から少なくとも部分的に分離することができる。以下に示すように、開裂線９１０
、９１２、９１４および９１６は、構成要素を形成する場合、折線としても機能する。し
かしながら、ブランクの着脱可能部位は、折線としては機能しない１つ以上の破壊線によ
って形成あるいは画定することができることが考慮される。
【０１２５】
　引き続き図９Ａを参照すると、部分的エンドパネル９１８ａと９１８ｂは、それぞれの
曲線の折線部分９２０ａと９２０ｂに沿った主パネル９０４ａと９０４ｂにそれぞれ接合
される。部分的エンドパネル９１８ａと９１８ｂは、それぞれ、部分カットアウト９２２
ａと９２２ｂを含む。ブランク９００は、さらに、折線９２６に沿って、メインパネル９
０２に接合したエンドパネル９２４を含む。本実施例では、エンドパネル９２４は、実質
的にレンズ状の形状である。その他の形状がここで考慮される。
【０１２６】
　第１と第２の主パネル９０４ａと９０４ｂは、それぞれ、位置合わせした横断折線部分
９２８ａと９２８ｂを含む。折線９２８ａは、端部９３０と開裂線９１０の間を通り、実
質的に、垂直である。折線９２８ｂは、端部９３２と開裂線９１６の間を通り、実質的に
垂直である。同様に、第１の主パネルは、開裂線９１２と開裂線９１４の間を通って実質
的に垂直な横断折線９３４を含む。図９Ａの例では、折線９２８ａ、９３４および９２８
ｂは実質的に一直線上にある。しかしながら、必要または希望であれば、折線９３４は９
２８ａと９２８ｂの部分と一直線上にないことも可能なことを理解する。さらに、９２８
ａ、９２８ｂおよび９３４のいずれかは、必要または希望であれば、開裂線またはその他
の破壊線にすることができる。
【０１２７】
　第１の副パネル９０６と第２の副パネル９０８は、それぞれ、実質的に中央に位置して
、その長さＬ１２に沿って延設する、折線９３６と９３８を含む。第１の副パネル９０６
と第２の副パネル９０８は、それぞれのエクステンション９４０と９４２を含む副パネル
９０６と９０８のそれぞれの全体の長さＬ１２が、パネル９０２、９０４ａおよび９０４
ｂよりも長いように（最も長い点で測定）、パネル９０２、９０４ａおよび９０４ｂを超
えて延設するそれぞれのエクステンションまたはタブ９４０と９４２も含む。本実施例で
は、タブ９４０と９４２は、やや半円または円形の形状である。しかしながら、その他の
多数の形状がここで考慮される。たとえば、各タブまたはエクステンションは、希望に応
じて、独立して、三角形、正方形、長方形またはその他任意の規則的または不規則的形状
にすることができる。
【０１２８】
　オプションで、第１の副パネル９０６と第２の副パネル９０８のうちの１つあるいは両
方は、それぞれ、開口９４４と９４６を含む。図９Ａに示された例では、開口９４４は、
実質的に円状の形状で、実質的に開裂線９１０と９１２の間を通る。同様に、開口９４６
は、実質的に円状の形状で、実質的に開裂線９１４と９１６の間を通る。
【０１２９】
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　所望に応じて、サセプタＭまたはその他のマイクロ波エネルギー相互作用成分は、ブラ
ンク９００の少なくとも一部の上を覆うことができ、図９Ｄおよび９Ｅでわかるように、
形成される構成要素９４８の内側表面の少なくとも一部を形成することができる。
【０１３０】
　図９Ｂ－９Ｅを参照すると、本発明による数々のステップの順番を使用して、スリーブ
またはその他の構成要素９４８を形成することができる。ある例では、ブランク９００を
折り線９１０、９１２、９１４および９１６に沿って折ると、端部９３０と９３２は、そ
れぞれたがいに合わさって、２つの先端９５０と９５２と、その間に空洞または内空９５
４を有するスリーブ９４８を形成する。第１と第２の主パネル９０４ａと９０４ｂは、第
２のメインパネル９０４を形成するように必要な部分が重なり合う。折線部分９２８ａと
９２８ｂは、折線９２８を形成するように必要な部分が重なり合う。部分的エンドパネル
９１８ａと９１８ｂは、エンドパネル９１８を形成するように必要な部分が重なり合う。
折線部分９２０ａと９２０ｂは、アーチ状の折線（非表示）を形成するように必要な部分
が重なり合う。部分カットアウト９２２ａと９２２ｂは、カットアウト（非表示）を形成
するように必要な部分が重なり合う。
【０１３１】
　重なり合った部分は、糊付けあるいはその他の方法で接合される。第１の副パネル９０
６と第２の副パネル９０８は、構成要素９４８の向き合う側壁を形成するが、これは、そ
れぞれの折線９３６と９３８に沿って内側に折ることにより、ガセットをつけることがで
きる。
【０１３２】
　構成要素を使用するには、たとえば、食品Ｆを先端９５０または９５２から入れて、食
品が中に入っている構成要素９４８を電子レンジ（非表示）に入れて熱する。食品が加熱
されると、サセプタＭは、食品の表面の焦げ目および／またはカリカリ仕上げ効果を高め
る。加熱中に生成された蒸気は、スリーブの開口先端９５０と９５２、または、開口９４
４と９４６から放出することができる。
【０１３３】
　食品を十分加熱後、ユーザは、食品を構成要素から取り出すことができる。あるいは、
上記のように、エンドパネル９１８と９２４を構成要素９４８の内側９５４に向かって折
って、図９Ｃに示されているように、開口先端９５０と閉鎖先端９５２を有する構成要素
を形成することができる。その後、構成要素９４８は、内側に向かって折ったエンドパネ
ル９１８と９２４が食品をサポートする土台として機能するように、上向きに配置するこ
とができる。
【０１３４】
　図９Ｄと９Ｅを参照すると、食品Ｆを食べると、ユーザは、タブ９４０と９４２のうち
の１つまたは両方をつかんで、それぞれの開裂線９１０と９１２、および／または９１４
と９１６に沿って、構成要素９４８の残りから、対応する副パネル９０６と９０８の分離
を開始することができる。本実施例では、構成要素からの副パネル９０６と９０８の分離
は、開口９４４と９４６に到達すると、中断する。さらなる分離が望ましい場合は、再び
開裂を開始することが可能である。図９Ｅに示されているように、主パネル９０２と９０
４のうちの１つまたは両方は、構成要素９４８の中に入っている食品が食べやすくなるよ
うに、それぞれの折線９２８および／または９３４に沿って折ることができる。折線９２
８と９３４のうちの１つまたは両方が開裂線である場合、希望であれば、このような折ら
れた部分は取り除くことができる。図９Ｅから明らかであるように、構成要素は、食べて
いる食品の取り出しを容易にする。
【０１３５】
　本実施例では、第１の副パネル９０６と第２の副パネル９０６のうちの１つまたは両方
は、構成要素の着脱可能部位を備えているということができる。しかしながら、種々のパ
ネルは、このようなパネルに隣接する開裂線に沿って分離されるので、第１のメインパネ
ル９０２と第２のメインパネル９０４のうちの１つまたは両方は、構成要素の着脱可能部



(29) JP 4904366 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

位であると見なすことができることを理解する。このように、本発明のある実施形態では
、着脱可能部位は、限定されずに、多数の種々の手法で特徴づけることができる。
【０１３６】
　図１０Ａは、本発明に従う別の典型的ブランク１０００を表す。本実施例では、ブラン
ク１０００は、一般的に、メインパネル１００２、第１の主パネル１００４ａ、第２の主
パネル１００４ｂ、第１の副パネル１００６、および第２の副パネル１００８を含む。第
１の副パネル１００６は、縦方向の折線１０１０に沿って、第１の主パネル１００４ａに
接合する。メインパネル１００２は、縦方向の折線１０１２に沿って、第１の副パネル１
００６に接合する。第２の副パネル１００８は、縦方向の折線１０１４に沿って、メイン
パネル１００２に接合する。第２の主パネル１００４ｂは、縦方向の折線１０１６に沿っ
て、第２の副パネル１００８に接合する。本実施例では、折線１０１０、１０１２、１０
１４と１０１６は、実質的に平行で、実質的に長さＬ１３に等しい。しかしながら、ここ
でその他の長さや構成が考慮される。
【０１３７】
　引き続き図１０Ａを参照すると、部分的エンドパネル１０１８ａと１０１８ｂは、それ
ぞれの曲線の折線部分１０２０ａと１０２０ｂに沿ったパネル１００４ａと１００４ｂに
それぞれ接合される。部分的エンドパネル１０１８ａと１０１８ｂは、それぞれ、部分カ
ットアウト１０２２ａと１０２２ｂをオプションで含む。エンドパネル１０２４は、１組
のややアーチ状または曲線の折線１０２６に沿って、メインパネル１００２に接合する。
本実施例では、エンドパネル１０２４は、実質的にレンズ状の形状であるが、その他の形
状が考慮される。
【０１３８】
　メインパネル１００２は、たとえば、オフセットキスカットラインの形の開裂線など、
メインパネル１００２に隣接するブランク１０００の周辺端部１０３２に沿って開始して
終了する破壊線１０３０によって画定される着脱可能部位１０２８を含む。図１０Ａに図
説された例では、着脱可能部位１０２８は、一般的に、エンドパネル１０２４に隣接する
カットラインまたはスリット１０３６によって少なくとも部分的に画定されるアーチ状の
タブまたはエクステンション１０３４のある矢印に似ている。タブ１０３４は、一般的に
、メインパネル１００２からの着脱可能部位１０２８の分離を促進するような形状にする
ことができる。
【０１３９】
　第１の副パネル１００６と第２の副パネル１００８は、それぞれ、実質的に中央に位置
して、その長さＬ１３に沿って延設する、縦方向の折線１０３８と１０４０を含む。オプ
ションで、第１の副パネル１００６と第２の副パネル１００８のうちの１つあるいは両方
は、それぞれ、開口１０４２と１０４４を含む。図１０Ａに示された例では、開口１０４
２は、実質的に円状の形状で、実質的に折線１０１０と１０１２の間を通る。同様に、開
口１０４４は、実質的に円状の形状で、実質的に折線１０１４と１０１６の間を通る。
【０１４０】
　所望に応じて、サセプタＭ、またはその他のマイクロ波エネルギー相互作用成分は、ブ
ランク１０００の少なくとも一部の上を覆うことができ、図１０Ｂ‐１０Ｅでわかるよう
に、形成される構成要素１０４６の内側表面の少なくとも一部を形成することができる。
ブランク１０００からスリーブまたはその他の構成要素１０４６を形成するために、ブラ
ンク１０００を、折線１０１０、１０１２、１０１４および１０１６に沿って折ると、端
部１０４８と１０５０はお互いに合わさって、向き合う先端１０５２と１０５４、および
空洞または内空１０５６を有するスリーブ１０４６を形成することができる。第１と第２
の主パネル１００４ａと１００４ｂは、第２のメインパネル１００４を形成するように必
要な部分が重なり合う。部分的エンドパネル１０１８ａと１０１８ｂは、エンドパネル１
０１８を形成するように必要な部分が重なり合う。折線部分１０２０ａと１０２０ｂは、
実質的にアーチ状の折線１０２０を形成するように必要な部分が重なり合う。部分カット
アウト１０２２ａと１０２２ｂは、カットアウト１０２２を形成するように必要な部分が
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重なり合う。重なり合った部分は、図１０Ｂに示されているように、糊付けまたはその他
の方法で接合される。本構成では、第１の副パネル１００６と第２の副パネル１００８は
、構成要素１０４６の向き合う側壁を形成するが、これは、図１０Ｂと１０Ｃに示されて
いるように、それぞれの折線１０３８と１０４０に沿って内側に折ることにより、ガセッ
トをつけることができる。
【０１４１】
　構成要素を使用するには、たとえば、食品Ｆ（図１０Ｄに表示）を先端１０５２または
１０５４から入れて、食品が中に入っている構成要素１０４６を電子レンジ（非表示）に
入れて熱する。食品が加熱されると、サセプタＭは、食品の表面の焦げ目および／または
カリカリ仕上げ効果を高める。加熱中に生成された蒸気は、スリーブの開口先端１０５２
と１０５４、または、開口１０４２と１０４４から放出することができる。
【０１４２】
　食品を十分加熱後、ユーザは、食品を構成要素から取り出すことができる。あるいは、
上記のように、パネル１０１８と１０２４を構成要素１０５６の内側１０５６に向かって
折って、図１０Ｃに示されているように、閉鎖先端１０５２と開口先端１０５４を有する
構成要素を形成することができる。その後、構成要素１０４６は、食品Ｆがエンドパネル
１０１８と１０２４によってサポートされるように、上向きに配置することができる。エ
ンドパネル１０１８と１０２４はコンテナの土台として機能する。
【０１４３】
　図１０Ｄを参照すると、食品Ｆを食べるとき、ユーザは、タブ１０３４をつかんで、分
割線１０３０に沿って構成要素１０４６の残り部分から着脱可能部位１０２８の分離を開
始することができるので、中に入っている食品が取り出しやすくなる。希望であれば、着
脱可能部位１０２８は、図１０Ｅ（食品は非表示）に示されているように完全に削除する
ことができる。
【０１４４】
　図１１Ａは、本発明の種々の態様に従う、また別の例示的なブランク１１００を表す。
本実施例では、ブランク１１００は、メインパネル１１０２、第１の主パネル１１０４ａ
、第２の主パネル１１０４ｂ、第１の副パネル１１０６、および第２の副パネル１１０８
を含む、複数の接合パネルを含む。第１の副パネル１１０６は、縦方向の折線１１１０に
沿って、第１の主パネル１１０４ａに接合する。メインパネル１１０２は、縦方向の折線
１１１２に沿って、第１の副パネル１１０６に接合する。第２の副パネル１１０８は、縦
方向の折線１１１４に沿って、メインパネル１１０２に接合する。第２の主パネル１１０
４ｂは、縦方向の折線１１１６に沿って、第２の副パネル１１０８に接合する。
【０１４５】
　部分的エンドパネル１１１８ａと１１１８ｂは、それぞれ、それぞれの曲線の折線部分
１１２０ａと１１２０ｂに沿って第１の主パネル部分１１０４ａと１１０４ｂに接合する
。エンドパネル１１２２は、ややアーチ状の折線１１２４に沿ってメインパネル１１０２
に接合する。
【０１４６】
　メインパネル１１０２は、開裂線１１２８によって画定される着脱可能部位１１２６を
含む。本実施例では、開裂線１１２８は、ファスナー式のカットライン、つまり、複数の
間隔をおいた切り離しスリットによって画定される開裂線で、それぞれは、斜めに延設す
るさらに小さいスリットを有する。しかしながら、その他の種類の破裂線を使用すること
ができる。着脱可能部位１１２６は、実質的に端部１１３０から延設し、エンドパネル１
１２２の少なくとも一部を備えるエクステンションまたはタブ１１３２を含む。図１１Ａ
に図説された例では、着脱可能部位１１２６は、アーチ状のタブ１１３２のあるやや細長
い形状として示されている。しかしながら、ここで、着脱可能部位とオプションのタブの
その他の形状や寸法が考慮される。希望であれば、タブ１１３２は、タブを握りやすくす
るように、開裂線１１２８のアーチ状の部分に沿って、カットラインまたはスリット１１
３４またはＶ字型の切り目（非表示）によってさらに画定することができる。
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【０１４７】
　第１の副パネル１１０６と第２の副パネル１１０８は、それぞれ、実質的に中央に位置
して、その長さＬ１４に沿って延設する、縦方向の折線１１３６と１１３８を含む。オプ
ションで、第１の副パネル１１０６と第２の副パネル１１０８のうちの１つあるいは両方
は、それぞれ、開口１１４０と１１４２を含む。図１１Ａに示された例では、開口１１４
０は、実質的に円状の形状で、実質的に折線１１１０と１１１２の間を通る。同様に、開
口１１４２は、実質的に円状の形状で、実質的に折線１１１４と１１１６の間を通る。し
かしながら、このような開口の数、形状および位置は、特定の用途に応じて変えることが
できる。
【０１４８】
　所望に応じて、マイクロ波エネルギー相互作用成分Ｍは、ブランク１１００の少なくと
も片側部分の上を覆うことができ、さらに、図１１Ｂに示されているように、形成される
構成要素１１４４の内側表面の少なくとも部分を形成することができる。
【０１４９】
　ブランク１１００からスリーブまたはその他の構成要素１１４４を形成するために、ブ
ランク１１１０を、折線１１１０、１１１２、１１１４および１１１６に沿って折ると、
端部１１４６と１１４８はお互いに合わさって、２つの開口先端１１４４と１１５０、お
よびその間の空洞または内空１１５４を有するスリーブ１１４４を形成することができる
。第１と第２の主パネル部分１１０４ａと１１０４ｂは、第２のメインパネル１１０４を
形成するように必要な部分が重なり合う。部分的エンドパネル１１１８ａと１１１８ｂは
、エンドパネル１１１８を形成するように必要な部分が重なり合う。折線部分１１２０ａ
と１１２０ｂは、実質的にアーチ状の折線１１２０を形成するように必要な部分が重なり
合う。重なり合った部分は糊付けまたはその他の方法で接合される。本構成では、第１の
副パネル１１０６と第２の副パネル１１０８は、構成要素の向き合う側壁を形成するが、
これは、折線１１３６と１１３８に沿って内側に折ることにより、ガセットをつけること
ができる。
【０１５０】
　構成要素１１４４を使用するには、食品（非表示）を開口先端から入れて、食品が中に
入っている構成要素を電子レンジ（非表示）に入れて熱する。食品を十分に加熱後、ユー
ザは、構成要素から食品を取り出すことができる。あるいは、エンドパネル１１１８と１
１２２を内側に折って、１つの閉鎖先端と１つの開口先端（非表示）を有する構成要素を
形成することができる。こうすることにより、構成要素は、食品が内側に向かって折った
エンドパネル１１１８と１１２２によってサポートされるように置くことができるので、
食品の表面に触れることなく、加熱した食品の取り扱いや持ち運びに便利な方法が提供さ
れる。食品を食べるとき、ユーザは、タブ１１３２をつかんで、ファスナー式のカットラ
イン１１２８に沿って構成要素の残り部分から着脱可能部位１１２６の分離を開始するこ
とができるので、中に入っている食品が取り出しやすくなる。
【０１５１】
　ここで示された例では、構成要素ややや長方形の形状であり、たとえば、サンドイッチ
や朝食用のペストリーを加熱するために最適である。しかしながら、本明細書で説明ある
いは考慮した本発明の本態様およびその他の態様においては、種々のパネルおよびしたが
って構成要素を形成するには、多数の適切な形状や構成を使用することができることを理
解する。ここで含まれるその他の形状の例は、多角形、円、卵形(楕円形)、円柱、三角柱
、球、多面体、および楕円体を含むが、これらに限定されない。各パネルの形状は、大部
分が、食品の形状によって決定することができるため、たとえば、サンドイッチ、ピザ、
フライドポテト、ソフトプレッツェル、一口ピザ、チーズスティック、ペストリー、パン
など、種々のパッケージが種々の食品に考慮されることを理解されたい。構成要素は、柔
軟、半固定、固定にすることができる。あるいは、種々の柔軟度を有する種々の構成要素
を含むことができる。同様に、構成要素は、ガセット、プリーツ、あるいは、特定の食品
および／または分量に応じて必要あるいは希望に応じたその他任意の機能を含むことがで
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きる。　　さらに、本発明は、１人分の分量および複数人数の分量のためのブランクおよ
び構成を考慮することを理解する。
【０１５２】
　本発明の一定の実施形態は、一定の詳細とともに記載されてきたが、当業者は、本発明
の精神または範囲を逸脱することなく、開示された実施形態に多数の変更を行うことがで
きる。すべての方向の参照（たとえば、上、下、上向き、下向き、左、右、左向き、右向
き、一番上、底、上、下、縦方向、水平方向、時計回りおよび反時計回りなど）は、本発
明の種々の実施形態に対する読者の理解を支援する同定目的のみに使用されるものであっ
て、請求項において特に記載されない限り、特に、本発明の位置、方向または使用に関し
て、限定するものではない。接合の参照（たとえば、接合、取り付け、連結、接続など）
は、広義に解釈されるもので、要素の接続間の中間部材と、要素間の相対的移動を含むこ
とができる。このように、接続の参照は、必ずしも、２つの要素が直接接続されて、互い
に固定関係にあることを暗示しない。
【０１５３】
　本明細書で説明および考慮された種々のブランクとトレイのそれぞれにおいて、「折線
」は、任意の実質的に、必ずしも直線ではないが、それに沿って折ることを促進する軟化
した線形であることを理解されたい。本発明の範囲を絞り込む目的ではないが、さらに具
体的には、折線は、希望の軟化線に沿って、材料にくぼみ部分、希望の軟化線にそって材
料に部分的に延設する切込み、および／または、希望の軟化線に沿って、材料に対して部
分的におよび／または完全に延設する一連の切り込み、あるいは、これらの機能の任意の
組み合わせを作成する、鈍い折り目付けナイフなどで形成される線のような分割線にする
ことができる。
【０１５４】
　たとえば、ある種の従来の開裂線は、材料を完全に貫通する一連の切り込みの形であり
、典型的に開裂線にそって一時的に材料を接続するために、Ｖ字型の切り目（たとえば、
小さい橋のような材料の一片）が、隣接の切り込みの間に画定されるように、隣接の切り
込みとはわずかに離間する。Ｖ字型の切り目は、開裂線にそって開裂する間に切断される
。このようなＶ字型の切り目を含む開裂線は、Ｖ字型の切り目は典型的に対象の線の比較
的小さい割合であるのでカットラインとも呼ぶことができる。あるいは、切り込み線は、
このようなカットラインから省略することが可能である。
【０１５５】
　さらに、種々の例示的なブランクや構成要素は、折線、開裂線、分割線、カットライン
、キスカットライン、および、たとえば、ある特定のパネルから別のパネル、特定の端部
から別の端部、あるいはこれらの任意の組み合わせなど、特定の機能から別の特定の機能
まで延設する、その他の線を有するとして、本明細書で示されて説明された。しかし、こ
のような線は、必ずしも、このような機能間に正確な手法で延設する必要がないことを理
解されたい。代わりに、このような線は、一般的に、このような線の目的を達成するよう
に必要に応じて種々の機能間に延設してもよい。たとえば、特定の開裂線が、ブランクの
第１の端部からブランクの別の端部に延設すると示されている場合、開裂線は、このよう
な端部のうちの片方または両方に完全に延設する必要はない。むしろ、開裂線は、着脱可
能なストリップ、パネル、または部分が、ブランクまたは構成要素に希望しない破損を生
じることなく、ブランクまたは構成要素から手で分離することが可能であるように、端部
に十分に近い場所まで延設することが必要である。
【０１５６】
　つまり、当業者は、本発明の上記詳細説明において、本発明は、広い実用性と用途を許
すことができることを容易に理解する。本明細書で説明された以外に、本発明の多数の適
応および多数の変形、変更および相当する配置は、本発明および上記の詳細説明から明ら
かであり、以下の請求項に記載された本発明の本質または範囲を逸脱することなく、正当
に提案される。
【０１５７】
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　本発明は、特定の態様に関連して詳細に説明したが、この詳細な説明は本発明の図説お
よび典型的例だけであって、本発明のすべての可能な開示の目的のみに行われたものであ
り、本発明または本発明を実行している発明者によって考慮された最良の様式を提供する
ためであることを理解されたい。本明細書に記載した詳細説明は、本発明の制限を意図す
るものでもなく、それを許すものでもなく、本発明のその他の実施態様、適用、変形、変
更および相当の配置を除外するものでもない。
　以下、添付図面について説明する。いくつかの図面は略図になっており、同じ符号はい
くつかの図を通して同じ部位を示す。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１Ａ】本発明の多様な態様に従い、例示的なブランクを表す。
【図１Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図１
Ａのブランクを例示する。
【図１Ｃ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図１
Ａのブランクを例示する。
【図１Ｄ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図１Ａ
のブランクを例示する。
【図１Ｅ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図１Ａ
のブランクを例示する。
【図１Ｆ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図１Ａ
のブランクを例示する。
【図２Ａ】本発明の多様な態様に従い、別の例示的なブランクを表す。
【図２Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図２
Ａのブランクを例示する。
【図２Ｃ】本発明の多様な態様に従い、食料品を支持するためのコンテナに形成された図
２Ａのブランクを例示する。
【図３Ａ】本発明の多様な態様に従い、さらに別の例示的なブランクを表す。
【図３Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図３
Ａのブランクを例示する。
【図３Ｃ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図３Ａ
のブランクを例示する。
【図３Ｄ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図３Ａ
のブランクを例示する。
【図３Ｅ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図３Ａ
のブランクを例示する。
【図３Ｆ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図３Ａ
のブランクを例示する。
【図４Ａ】本発明の多様な態様に従い、さらに別の例示的なブランクを表す。
【図４Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図４
Ａのブランクを例示する。
【図４Ｃ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図４Ａ
のブランクを例示する。
【図５Ａ】本発明の多様な態様に従い、さらに別の例示的なブランクを表す。
【図５Ｂ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図５Ａ
のブランクを例示する。
【図６Ａ】本発明の多様な態様に従い、さらに別の例示的なブランクを表す。
【図６Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図６
Ａのブランクを例示する。
【図６Ｃ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図６Ａ
のブランクを例示する。
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【図６Ｄ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図６Ａ
のブランクを例示する。
【図７Ａ】本発明の多様な態様に従い、さらに別の例示的なブランクを表す。
【図７Ｂ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図７Ａ
のブランクを例示する。
【図８Ａ】本発明の多様な態様に従い、例示的なブランクを表す。
【図８Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図８
Ａのブランクを例示する。
【図８Ｃ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図８
Ａのブランクを例示する。
【図８Ｄ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図８Ａ
のブランクを例示する。
【図８Ｅ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図８Ａ
のブランクを例示する。
【図８Ｆ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図８Ａ
のブランクを例示する。
【図８Ｇ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図８Ａ
のブランクを例示する。
【図９Ａ】本発明の多様な態様に従い、例示的なブランクを表す。
【図９Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図９
Ａのブランクを例示する。
【図９Ｃ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図９Ａ
のブランクを例示する。
【図９Ｄ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図９Ａ
のブランクを例示する。
【図９Ｅ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図９Ａ
のブランクを例示する。
【図１０Ａ】本発明の多様な態様に従い、例示的なブランクを表す。
【図１０Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図
１０Ａのブランクを例示する。
【図１０Ｃ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図１
０Ａのブランクを例示する。
【図１０Ｄ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図１
０Ａのブランクを例示する。
【図１０Ｅ】本発明の多様な態様に従い、食料品を運ぶためのコンテナに形成された図１
０Ａのブランクを例示する。
【図１１Ａ】本発明の多様な態様に従い、別の例示的なブランクを表す。
【図１１Ｂ】本発明の多様な態様に従い、２つの開口端を有するスリーブに形成された図
１１Ａのブランクを例示する。
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【図８Ｂ】 【図８Ｃ】

【図８Ｄ】
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【図８Ｆ】
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