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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の内容物を収容可能な容器本体のフランジ部に裏面が接着可能な紙製蓋材であって
、
　前記紙製蓋材の紙目方向の一端側に設けられる摘み部と、
　前記摘み部から互いに離れるように外側に向かい前記紙目方向に対して鋭角となるよう
に延びる第１の開封用裏半切れ線と、
　前記第１の開封用裏半切れ線の外側先端それぞれから前記紙目方向に沿って延びる第２
の開封用裏半切れ線と、
　前記第１の開封用裏半切れ線に対して一定の幅を有してその外側に位置し、且つ、当該
開封用裏半切れ線に沿い前記紙目方向に対して鋭角となるように延びる第１の開封用表半
切れ線と、
　前記第２の開封用裏半切れ線に対して一定の幅を有してその外側に位置し、且つ、当該
開封用裏半切れ線及び前記紙目方向に沿って延びる第２の開封用表半切れ線と、
　を備えていることを特徴とする紙製蓋材。
【請求項２】
　前記摘み部は、前記フランジ部に接着される内側部分の幅が外側部分の幅よりも狭いこ
とを特徴とする、請求項１に記載の紙製蓋材。
【請求項３】
　前記第１の開封用表半切れ線及び前記第１の開封用裏半切れ線の少なくとも何れか一方
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は、前記紙目方向に対して８０度よりも小さい角度となるように前記紙目方向に対して傾
斜していることを特徴とする、請求項１又は２に記載の紙製蓋材。
【請求項４】
　前記摘み部の両側に設けられ、前記紙製蓋材の中心側に向かって延びる切り込み線と、
　前記切り込み線の前記中心側の先端それぞれから更に延びる開封確認用裏半切れ線と、
を更に備え、
　前記第１の開封用裏半切れ線は、前記開封確認用裏半切れ線の前記中心側の先端それぞ
れから外側に向かって延びていることを特徴とする、請求項１～３の何れか一項に記載の
紙製蓋材。
【請求項５】
　前記切り込み線それぞれの外側において前記紙目方向に沿って延びる予備切り込み線を
更に備えることを特徴とする、請求項４に記載の紙製蓋材。
【請求項６】
　前記第１の開封用表半切れ線及び前記第１の開封用裏半切れ線の少なくとも何れか一方
が波形形状又はジッパー形状であることを特徴とする、請求項１～５の何れか一項に記載
の紙製蓋材。
【請求項７】
　前記第２の開封用表半切れ線の前記紙目方向の他端側の先端同士を結ぶ第３の開封用表
半切れ線、及び、前記第２の開封用裏半切れ線の前記紙目方向の他端側の先端同士を結ぶ
第３の開封用裏半切れ線の少なくとも一方を更に備えることを特徴とする、請求項１～６
の何れか一項に記載の紙製蓋材。
【請求項８】
　前記摘み部は、前記紙目方向と直交する幅方向において略中央に形成されていることを
特徴とする、請求項１～７の何れか一項に記載の紙製蓋材。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか一項に記載の紙製蓋材と、
　前記紙製蓋材が接着されるフランジ部を有する容器本体と、
を備えたことを特徴とする収納容器。
【請求項１０】
　前記容器本体の前記フランジ部は、前記紙製蓋材の前記摘み部と接着される接着領域を
有し、
　当該接着領域は、前記摘み部の両側に位置する切り込み線に沿って延びる開封補助半切
れ線を有していることを特徴とする請求項９に記載の収納容器。
【請求項１１】
　前記開封補助半切れ線は、前記切り込み線と略一致する第１の開封補助半切れ線と、前
記第１の開封補助半切れ線と平行に伸び且つ当該第１の開封補助半切れ線に対しその内側
及び外側に位置する第２及び第３の開封補助半切れ線と、を含む、請求項１０に記載の収
納容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙製蓋材、及び、当該紙製蓋材を備えた収納容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばアイスクリームを収納する容器として、容器本体のフランジ部に紙製蓋材を接着
して封をする構成の収納容器が知られている（例えば特許文献１，２参照）。この収納容
器では、紙製蓋材のうちフランジ部に接着されていない中央部分が開封されることで、ア
イスクリームなどの内容物を取り出すことができるようになっている。特許文献１記載の
紙製蓋材では、収納容器の開封を開始するための摘み部を角部に設け、そこからフランジ
部の周縁に沿って縦方向及び横方向に紙製蓋材を層間剥離によって接着部分と中央部分（
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蓋部分）とに切り離し、収納容器の蓋材が開封されるようになっている。紙製蓋材の開封
は、蓋材の裏側から半切れとした裏半切れ線と、それを取り囲み蓋材の表側から半切れと
した表半切れ線とをフランジ部の内周に沿って設け、これら半切れ線の間で紙基材の層間
剥離を引き起こすことにより実現されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３９２４９８６号公報
【特許文献２】特許第５７４３６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、図１０に示すように、従来の紙製蓋材１００では、紙目方向を考慮した
裏半切れ線１０１及び表半切れ線１０２とは必ずしもなっていなかった。即ち、紙目方向
に沿った方向（例えば図１０の横方向）に延びる両半切れ線１０１ａ，１０２ａと、紙目
方向と直交する方向（例えば図１０の縦方向）に延びる両半切れ線１０１ｂ，１０２ｂと
が混在していた。このため、収納容器の蓋材１００を開封する際、紙目方向に沿った半切
れ線１０１ａ，１０２ａの間では層間剥離が比較的スムーズに行われるものの、紙目方向
と直交する方向の半切れ線１０１ｂ，１０２ｂの間では層間剥離が必ずしも半切れ線１０
１ｂ，１０２ｂに沿って行われず、紙残りや半切れ線の途中での破れが発生してしまい、
収納容器における蓋材の確実な開封が為されない虞があった。
【０００５】
　本発明は、上述した課題を解決するためのものであり、容器本体に接着された紙製蓋材
の開封をより確実に実現させることが可能な紙製蓋材、及び、当該紙製蓋材を備えた収納
容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、その一側面として、所定の内容物を収容可能な容器本体のフランジ部に裏面
が接着可能な紙製蓋材に関する。この紙製蓋材は、紙製蓋材の紙目方向の一端側に設けら
れる摘み部と、摘み部から互いに離れるように外側に向かい紙目方向に対して鋭角となる
ように延びる第１の開封用裏半切れ線と、第１の開封用裏半切れ線の外側先端それぞれか
ら紙目方向に沿って延びる第２の開封用裏半切れ線と、第１の開封用裏半切れ線に対して
一定の幅を有してその外側に位置し且つ当該開封用裏半切れ線に沿い紙目方向に対して鋭
角となるように延びる第１の開封用表半切れ線と、第２の開封用裏半切れ線に対して一定
の幅を有してその外側に位置し且つ当該開封用裏半切れ線及び紙目方向に沿って延びる第
２の開封用表半切れ線と、を備えている。
【０００７】
　この紙製蓋材では、開封開始後に層間剥離を起こさせる第１及び第２の開封用表半切れ
線と第１及び第２の開封用裏半切れ線の何れも紙目方向に対して直交しない構成となって
いる。しかも、層間剥離を起こさせる際に摘み部から離れており力が均等に伝わりづらい
第２の開封用表半切れ線と第２の開封用裏半切れ線とが紙目方向に沿って延びるように構
成されている。このため、この紙製蓋材によれば、容器本体に接着された紙製蓋材の開封
を紙目方向に沿って若しくは紙目方向の直交方向に沿うことなく行うことが可能となるた
め、開封途中での紙破れや紙残り等が発生しづらくなり、蓋材の開封をより確実に実現さ
せることが可能となる。なお、ここでいう「紙目方向に沿う」とは、紙目方向に対して略
平行の場合も含み、紙目方向に対して±５度のズレも含む趣旨である。また、上記紙製蓋
材で用いた「表半切れ線」とは、紙製蓋材の表面から切込みを入れ且つ裏面まで到達して
いない切込線であり、「裏半切れ線」とは、紙製蓋材の裏面から切込みを入れ且つ表面ま
で到達していない切込線である。
【０００８】
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　上記の紙製蓋材では、摘み部は、フランジ部に接着される内側部分の幅が外側部分の幅
よりも狭いことが好ましい。この場合、フランジ部に接着される領域を小さくすることが
できるため、初期開封を容易且つ確実に行うことができる。
【０００９】
　上記の紙製蓋材では、第１の開封用表半切れ線及び第１の開封用裏半切れ線の少なくと
も何れか一方は、紙目方向に対して８０度よりも小さい角度となるように紙目方向に対し
て傾斜していることが好ましい。このような傾斜角度であることにより、初期段階の層間
剥離をより確実に実現させることができる。
【００１０】
　上記の紙製蓋材は、摘み部の両側に設けられ、紙製蓋材の中心側に向かって延びる切り
込み線と、切り込み線の中心側の先端それぞれから更に延びる開封確認用裏半切れ線と、
を更に備え、第１の開封用裏半切れ線が開封確認用裏半切れ線の中心側の先端それぞれか
ら外側に向かって延びていることが好ましい。この場合、切り込み線等により、蓋材の切
り離しをよりスムーズに行うことができる。また、上記の場合において、紙製蓋材は、切
り込み線それぞれの外側において紙目方向に沿って延びる予備切り込み線を更に備えてい
てもよい。このような予備切り込み線を設けておくことにより、本来の切り込み線による
切り離しが上手くいかずそこから外れた場合でも、予備切り込み線で矯正され、第１の開
封用表半切れ線へと導くことができるので、初期開封をより確実に行うことが可能となる
。
【００１１】
　上記の紙製蓋材では、第１の開封用表半切れ線及び第１の開封用裏半切れ線の少なくと
も何れか一方が波形形状又はジッパー形状であってもよい。この場合、紙製蓋材を開封し
て蓋を開けた際、その開封した辺が緩やかな凸凹形状となるため、使用者の指等を傷付け
てしまうといったことを防止することができる。
【００１２】
　上記の紙製蓋材は、第２の開封用表半切れ線の紙目方向の他端側の先端同士を結ぶ第３
の開封用表半切れ線、及び、第２の開封用裏半切れ線の紙目方向の他端側の先端同士を結
ぶ第３の開封用裏半切れ線の少なくとも一方を更に備えていてもよい。第３の開封用表半
切れ線及び裏半切れ線の一方を備えることにより、紙目方向の他端側を軸としてそれ以外
が切り離された蓋部を開封状態のまま維持することができ、必要に応じて蓋部を閉じたり
することも可能となる。また、第３の開封用表半切れ線及び裏半切れ線の両方を備えた場
合には、紙目方向の他端側の部分も層間剥離により切り離すことができるため、切り離さ
れた蓋部を完全に取り除くことも可能となる。なお、この第３の開封用表半切れ線及び裏
半切れ線は、紙目方向に対して直交して延びることもあるが、開封の最終部分であり、仮
に紙残り等が発生してしまったとしても、実用上、問題となることは少ない。
【００１３】
　上記の紙製蓋材では、摘み部は、紙目方向と直交する幅方向において略中央に配置され
ていることが好ましい。この場合、蓋材の開封を中央部から左右に向かって略均等に進め
ることができるため、容器本体に接着された蓋材の開封をよりバランスよく且つ確実に実
行することが可能となる。
【００１４】
　なお、本発明は、別の側面として、上記何れかの紙製蓋材と、この紙製蓋材が接着され
るフランジ部を有する容器本体と、を備えた収納容器に関する。この収納容器によれば、
上述した何れかの効果を奏することが可能となる。
【００１５】
　上記の収納容器では、容器本体のフランジ部は、紙製蓋材の摘み部と接着される接着領
域を有し、当該接着領域は、摘み部の両側に位置する切り込み線に沿って延びる開封補助
半切れ線を有していることが好ましい。このような開封補助半切れ線が容器本体側に形成
されることにより、容器本体のフランジ部において接着領域で層間剥離を容易に起こすこ
とができ、摘み部のより確実な開封を実現させることができる。
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【００１６】
　また、上記の収納容器では、開封補助半切れ線は、切り込み線と略一致する第１の開封
補助半切れ線と、第１の開封補助半切れ線と平行に伸び且つ当該第１の開封補助半切れ線
に対しその内側及び外側に位置する第２及び第３の開封補助半切れ線と、を含んでもよい
。この場合、容器本体のフランジと蓋との接着を行う際にその位置合わせで多少の位置ず
れが発生したとしても、何れかの開封補助半切れ線が蓋材の切り込み線と一致する可能性
を高く維持でき、収納容器を大量に作製した場合でも、その開封機能をより確実に実現さ
せることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、容器本体に接着された紙製蓋材の開封をより確実に実現させることが
可能な紙製蓋材、及び、当該紙製蓋材を備えた収納容器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る収納容器の斜視図であり、（ａ）は分解斜
視図であり、（ｂ）は紙製蓋材を容器本体に接着して封をした際の斜視図である。
【図２】図２は、図１（ｂ）に示す収納容器のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】図３（ａ）は、図１に示す収納容器の容器本体をブランクで示す平面図であり、
図３（ｂ）は、その一部拡大平面図である。
【図４】図４は、図１に示す収納容器を構成する紙製蓋材を表面側から視た際の平面図で
ある。
【図５】図５は、図４に示す紙製蓋材の摘み部の周辺を拡大した部分拡大平面図である。
【図６】図６は、図４に示す蓋材のＶＩ－ＶＩ線に沿った一部断面図であり、層間剥離を
説明するための図である。
【図７】図７は、第２実施形態に係る紙製蓋材を表面側から視た際の平面図である。
【図８】図８は、第３実施形態に係る紙製蓋材を表面側から視た際の平面図である。
【図９】図９は、実施例における紙製蓋材の寸法箇所を示す参考図である。
【図１０】図１０は、従来の紙製蓋材を表面側から視た際の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しつつ、本発明に係る紙製蓋材及び当該紙製蓋材を備えた収納容器に
ついて詳細に説明する。説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符
号を用いる場合があり、重複する説明は省略する。
［第１実施形態］
【００２０】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る収納容器を示す斜視図であり、（ａ）は分解斜視
図であり、（ｂ）は紙製蓋材を容器本体に接着して封をした際の斜視図である。図２は、
図１（ｂ）に示す収納容器のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。図１及び図２に示すよ
うに、収納容器１は、矩形形状の開口部を有する容器本体１０と、全体が矩形形状の蓋材
２０とを備えて構成される。容器本体１０は、例えば紙製又はプラスチック製の容器であ
って、内部に収納部１１を備える。収納部１１には、例えばアイスクリーム等が収納され
る。容器本体１０は、収納部１１の上部周縁に所定の幅を有するフランジ部１２を更に備
える。容器本体１０の開口部や蓋材２０の形状は、矩形形状であることが好ましいが、そ
れに限定されるわけではなく、例えば円形等であってもよい。
【００２１】
　このような容器本体１０は、箱状の容器であり、例えば図３の（ａ）に示すブランク１
０ａから構成される。ブランク１０ａは、方形の底面板１３と、底面板１３の図示上下に
位置する側辺にそれぞれ山折り線を介して連接される２つの側面板１４と、各側面板１４
の外側に谷折り線を介して連接される縁片１５，１６と、底面板１３の図示左右に位置す
る側辺にそれぞれ山折り線を介して連接される２つの側面板１７と、各側面板１７の外側
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に谷折り線を介して連接される縁片１８と、を備えて構成されている。ブランク１０ａの
縁片１５，１６の左右端には、それぞれ横方向に延びる舌片１５ａ，１６ａが設けられて
いる。また、ブランク１０ａの縁片１８の上下端には、それぞれ上下方向に延びる舌片１
８ａが設けられている。これら縁片１５，１６，１８は、図１の（ａ）に示すようにブラ
ンク１０ａが箱状（容器本体１０）に組み立てられた際、上述したフランジ部１２を構成
する。
【００２２】
　ブランク１０ａでは、更に、側面板１４の左右側辺にそれぞれ山折り線を介して逆三角
形状の接合板１４ａが連接され、接合板１４ａの外側には谷折れ線を介して接合縁片１４
ｂが更に連接されている。接合縁片１４ｂは切り込み１４ｃを介した状態で舌片１５ａと
同一平面を形成している。また、ブランク１０ａでは、側面板１７の上下側辺にそれぞれ
山折れ線を介して逆三角形状の接合板１７ａが連接されている。これらの接合板１４ａ，
１７ａは谷折れ線を介して同一平面を形成している。ブランク１０ａは、接合板１４ａ，
１７ａが外側に突出するようにその間を外側に折り曲げると共に、縁片１５，１６，１８
を下側に折り返してフランジ部１２とするようにして組み上げて、図１の（ａ）に示す箱
形状の容器本体１０を構成する。外側に折り曲げられた接合板１４ａ，１７ａは、接合板
１７ａの外表面が側面板１７の外表面と接着されることにより、箱状に組み上げられる。
なお、このような容器本体１０の基本的な構造は従来技術であり、例えば、特開２０１２
－１８８１５９等に開示されている。
【００２３】
　また、詳細は後述するが、本実施形態に係る容器本体１０を構成するブランク１０ａの
縁片１６（フランジ部１２の一部）には、更に、図３の（ｂ）に示すように、その中央部
外側に切欠部１６ｂが形成されている。そして、この切欠部１６ｂにより幅狭とされた領
域が蓋材２０の摘み部２５と接着される接着領域１６ｃとなっている（図１の（ａ）参照
）。また、接着領域１６ｃには、ブランク１０ａの図示表側（容器本体１０の収納内部側
）に、３本の開封補助半切れ線１６ｄ～１６ｆが互いに平行となるように、左右一対設け
られている。なお、これら開封補助半切れ線１６ｄ～１６ｆの側面板１４側の先端を繋ぐ
ように開封補助半切れ線１６ｇが形成されている。
【００２４】
　ここで図２に戻り、説明を続ける。蓋材２０は、紙製の蓋材であり、図２に示すように
、紙基材２１と、その裏面側に薄く積層される接着層２２とから構成される。蓋材２０は
、容器本体１０のフランジ部１２に対し接着層２２を介してその周縁部２４が接着され、
蓋部２３により収納部１１を塞ぐようになっている。接着層２２は、紙基材２１の裏面全
体に積層されてもよいし、フランジ部１２に接着される周縁部２４に対応する箇所のみに
積層されてもよい。なお、以下、説明を容易にするため、図２等に示すように、蓋材２０
の上側の面を表面２０ａと、収納部１１側の面を裏面２０ｂとして説明を続ける。
【００２５】
　蓋材２０を主に構成する紙基材２１は、例えば米坪量２００ｇ／ｍ２～５００ｇ／ｍ２

の板紙から構成される。紙基材２１は、表面２０ａ側に所定の印刷を施す必要があるため
、少なくとも片面が白いコートマニラ、コートボール又はアイボリーなどの紙を用いるこ
とができる。また、蓋材２０の裏面２０ｂ側では、容器本体１０のフランジ部１２に接着
させる必要があるため、接着層２２として、例えば厚さ１５μｍ～８０μｍの薄いポリエ
チレンフィルム又はポリプロピレンフィルムなどのシール適性に優れたフィルムを用いる
ことができる。収納容器１では、このようなフィルムを紙基材２１にラミネートし、蓋材
２０とする。また、ラミネートに代えて、紙基材２１に接着剤を介してポリエチレン樹脂
等（接着層２２）を押し出して蓋材２０としてもよい。なお、接着層２２を構成するフィ
ルムは、内容物が食品の場合、衛生性や防湿性等の機能を奏するようにしてもよい。
【００２６】
　上記のような層構成を有する蓋材２０は、図１に示すように、平面方向において、３つ
の部分に分けることができる。即ち、蓋材２０は、中央部に位置して容器本体１０の収納
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部１１を塞ぐ蓋部２３と、蓋材２０を容器本体１０のフランジ部１２に接着固定させるた
めの周縁部２４と、蓋部２３の封を開封するための開始片となる摘み部２５とを有してい
る。摘み部２５は、蓋材２０の平面方向における一端側における略中央に配置されている
。蓋部２３と摘み部２５とは一体に形成されており、蓋部２３及び摘み部２５と周縁部２
４との間には、詳細は後述するが、各種の切り込み線３１，３２や半切れ線３５～３９が
形成されている。このような構成の蓋材２０を有する収納容器１では、摘み部２５を手で
摘んで図示右下から左上に向かって上方に引っ張り上げることにより、摘み部２５がフラ
ンジ部１２から剥され、その後、蓋部２３及び摘み部２５と周縁部２４との間が切り離さ
れ、蓋部２３を開封させることができるようになっている。
【００２７】
　次に、図４及び図５を参照して、蓋材２０の構成について更に詳細に説明する。図４は
、図１に示す収納容器を構成する紙製蓋材を表面２０ａ側から視た際の平面図である。図
５は、図４に示す紙製蓋材の摘み部の周辺を拡大した部分拡大平面図である。なお、図４
及び図５において、点線は裏面２０ｂ側に形成される裏半切れ線を示しており、二点鎖線
は表面２０ａ側に形成される表半切れ線を示している。裏半切れ線は、蓋材２０の裏面２
０ｂから表面２０ａ側に向かって切り込みを入れた切断補助線であり、表面２０ａまでは
貫通していない線を示し、表半切れ線は、蓋材２０の表面２０ａから裏面２０ｂ側に向か
って切り込みを入れた切断補助線であり、裏面２０ｂまでは貫通していない線を示す。
【００２８】
　蓋材２０には、図４に示すように、蓋部２３及び摘み部２５と周縁部２４との間に、摘
み部２５が設置される紙目方向Ｋの一端から順に、開封開始用の切り込み線３１，３２、
開封確認用の裏半切れ線３３,３４、第１の開封用裏半切れ線３５ａ，３６ａ、第１の開
封用表半切れ線３５ｂ，３６ｂ、第２の開封用裏半切れ線３７ａ，３８ａ、第２の開封用
表半切れ線３７ｂ，３８ｂ、第３の開封用裏半切れ線３９ａ、及び、第３の開封用表半切
れ線３９ｂが形成されている。なお、蓋材２０の開封端となる摘み部２５は、図５に示す
ように、外側に、幅が広い幅広部２５ａを有し、内側に、幅広部２５ａよりその横幅が狭
い幅狭部２５ｂを有して構成されている。容器本体１０のフランジ部１２（縁片１６）で
はこの幅広部２５ａに対応する箇所に切欠部１６ｂが形成されて互いが非接触状態となる
一方、幅狭部２５ｂではフランジ部１２（縁片１６の接着領域１６ｃ）と接着されるよう
になっている。図５の領域Ｓで示す箇所が、例えば、フランジ部１２（縁片１６の接着領
域１６ｃ）と摘み部２５（幅狭部２５ｂ）とが接着されている領域である。また、摘み部
２５の外側には、開封をより行い易いように、切欠き２７，２８が形成されているが、形
成しなくてもよい。
【００２９】
　切り込み線３１，３２は、図４及び図５に示すように、上述した幅広部２５ａと幅狭部
２５ｂとから構成される摘み部２５の両側に設けられ、一部が紙目方向Ｋに沿って紙基材
２１の平面方向の中央部に向かって延びる開封開始用の切断線である。なお、ここでいう
「紙目方向Ｋに沿って」とは、紙目方向Ｋと略平行である場合を含み、完全に平行な場合
のみではなく、紙目方向Ｋに対して±５度ずれる場合も含む趣旨であり、以下の場合も同
様である。切り込み線３１，３２は、蓋材２０の表面２０ａから裏面２０ｂまで貫通して
いる切断線である。また、切り込み線３１，３２の中心側の先端それぞれからは、更に中
心方向（紙目方向Ｋの他端側）に延びる開封確認用の裏半切れ線３３，３４が形成されて
いる。裏半切れ線３３，３４は、紙目方向Ｋに沿って蓋材２０の平面方向中央部に向かっ
て延びており、後述する第１の開封用裏半切れ線３５ａ，３６ａの内側の一端に繋がって
いる。裏半切れ線３３，３４は、蓋材２０の裏面２０ｂ側から表面２０ａに向かって切り
込みを入れた切断補助線であり、表面２０ａまでは貫通していない線である。なお、蓋材
２０の開封がこの裏半切れ線３３，３４付近まで行われると、蓋材２０の対応する表面が
破れるため、開封した形跡を残すことができ、使用者に対して、不正開封が為されたか否
かを知らせることができる。
【００３０】
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　第１の開封用裏半切れ線３５ａ，３６ａは、裏半切れ線３３，３４の中心側の先端それ
ぞれから（つまり、摘み部２５から）互いに離れるように外側に向かい、蓋材２０の紙目
方向Ｋに対して所定の角度（鋭角）を形成するように傾斜して延びている。つまり、裏半
切れ線３５ａ，３６ａは、紙目方向Ｋに対して直交しないように形成されている。裏半切
れ線３５ａ，３６ａと紙目方向Ｋとの為す角度は鋭角であり、例えば４５度～８５度の範
囲内であり、より好ましくは６０度～８０度の範囲内である。裏半切れ線３５ａ，３６ａ
は、裏半切れ線３３，３４と同様に、蓋材２０の裏面２０ｂ側から表面２０ａに向かって
切り込みを入れた切断補助線であり、表面２０ａまでは貫通していない線である。なお、
後述する第２及び第３の開封用裏半切れ線３７ａ，３８ａ，３９ａも同様の構成の切断補
助線である。裏半切れ線３５ａ，３６ａのそれぞれは、外側に延びた先端（他端）におい
て、後述する第２の開封用裏半切れ線３７ａ，３８ａそれぞれの一端に繋がっている。
【００３１】
　第１の開封用表半切れ線３５ｂ，３６ｂは、第１の開封用裏半切れ線３５ａ，３６ａに
対して一定の幅Ｗを有してその外側に位置している線であり、第１の開封用裏半切れ線３
５ａ，３６ａそれぞれに沿って延びるように形成されている。この幅Ｗは、例えば１ｍｍ
～３ｍｍ程度である。表半切れ線３５ｂ，３６ｂは、裏半切れ線３５ａ，３６ａと略平行
であり、表半切れ線３５ｂ，３６ｂと紙目方向Ｋとの為す角度は同様に鋭角であり、例え
ば４５度～８５度の範囲内であり、より好ましくは６０度～８０度の範囲内である。また
、表半切れ線３５ｂ，３６ｂは、その内側の一端が裏半切れ線３３，３４に繋がっており
、他端が後述する第２の開封用表半切れ線３７ｂ，３８ｂの一端に繋がっている。表半切
れ線３５ｂ，３６ｂは、蓋材２０の表面２０ａ側から裏面２０ｂに向かって切り込みを入
れた切断補助線であり、裏面２０ｂまでは貫通していない線である。なお、後述する第２
及び第３の開封用表半切れ線３７ｂ，３８ｂ，３９ｂも同様の構成の切断補助線である。
【００３２】
　第２の開封用裏半切れ線３７ａ，３８ａは、第１の開封用裏半切れ線３５ａ，３６ａの
外側先端それぞれから紙目方向Ｋに沿って延びる線である。裏半切れ線３７ａ，３８ａは
、紙目方向Ｋに沿って延び、その先端（他端）が後述する第３の開封用裏半切れ線３９ａ
の図示左端又は右端に繋がっている。
【００３３】
　第２の開封用表半切れ線３７ｂ，３８ｂは、第２の開封用裏半切れ線３７ａ，３８ａに
対して一定の幅Ｗを有してその外側に位置している線であり、裏半切れ線３７ａ，３８ａ
それぞれに沿って延びるようになっている。即ち、表半切れ線３７ｂ，３８ｂは、表半切
れ線３５ｂ，３６ｂの外側先端それぞれから紙目方向Ｋに沿って延びている。表半切れ線
３７ｂ，３８ｂは、紙目方向Ｋに沿って延び、その先端が後述する第３の開封用表半切れ
線３９ｂの図示左端又は右端に繋がっている。
【００３４】
　第３の開封用裏半切れ線３９ａは、第２の開封用裏半切れ線３７ａ，３８ａの先端を繋
ぎ、紙目方向Ｋと直交する方向に沿って延びる線である。また、第３の表半切れ線３９ｂ
は、裏半切れ線３９ａに対して一定の幅Ｗを有してその外側に位置している線であり、裏
半切れ線３９ａに沿って延びるようになっている。即ち、表半切れ線３９ｂは、表半切れ
線３７ｂ，３８ｂの先端それぞれから紙目方向Ｋに直交する方向に沿って延びている。
【００３５】
　ここで、図４～図６を参照し、蓋材２０が容器本体１０のフランジ部１２に接着されて
蓋がされた収納容器１の開封の流れについて説明する。なお、本実施形態に係る収納容器
１では、摘み部２５の側面に形成された切り込み線３１，３２が、容器本体１０の縁片１
６に形成された開封補助半切れ線１６ｄ（図３参照）と略一致するように両者が接着され
ており、摘み部２５の開封を補助する構成となっている。また、切り込み線３１，３２に
沿って延びる開封補助半切れ線１６ｄの内側と外側には、前述したようにそれに平行に延
びる開封補助半切れ線１６ｅ，１６ｆが更に設けられており、蓋材２０と容器本体１０の
接着が多少ずれても、これら開封補助半切れ線１６ｅ，１６ｆの何れかにより同様に開封
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が補助される。なお、容器本体１０の縁片１６には、開封補助半切れ線１６ｇが更に形成
されており、開封補助半切れ線１６ｄ～１６ｆの補助による紙の層間剥離が容器本体１０
の内部まで延びないようにされている。
【００３６】
　まず、収納容器１の開封を行う際、使用者は、摘み部２５の一端側を摘む。そして、摘
んだ摘み部２５を図示上方に引っ張り上げると、切り込み線３１，３２及び開封補助半切
れ線１６ｄに沿って、蓋材２０の周縁部２４と摘み部２５との間が切り離される。その後
、更に摘み部２５を引っ張り上げると、裏半切れ線３３,３４に沿って表面２０ａ側も含
めて紙基材２１の切断が更に進む。この際、フランジ部１２に接着されている紙基材２１
の裏面２０ｂ側の部分と表面２０ａの部分との間で層間剥離が起こる。
【００３７】
　続いて、摘み部２５を引っ張り続けると、裏半切れ線３３，３４に沿った切断がまず第
１の開封用表半切れ線３５ｂ，３６ｂに沿った切断に繋がり、更に進めると、第１の開封
用裏半切れ線３５ａ，３６ａに沿った切断に繋がる。ここで、表半切れ線３５ｂと裏半切
れ線３５ａとの間での層間剥離による切断について、図６を参照して説明する。図６（ａ
）に示すように、表面２０ａ側から形成される半切れ線３５ｂと、裏面２０ｂ側から形成
される半切れ線３５ａとは、平面方向において、一定の幅Ｗを有して離間している。この
ような構成の蓋材２０に対して、開封するための力が加わると、図６（ｂ）に示すように
、蓋部２３に対して、上方に向かう力が加わると、紙の上方向への破断強度と比べ、層間
の剥離強度の方が大幅に弱くなっているため、直線状の破れが生じず、上向きの力が斜め
方向や横方向に拡散し、層間での剥離を起こさせる。すると、半切れ線３５ａの先端付近
と半切れ線３５ｂの先端付近との間で紙基材２１の層間剥離Ｈが起こり、周縁部２４と蓋
部２３との間が切り離されることとなる。なお、半切れ線３６ａ，３６ｂの間や、後述す
る半切れ線３７ａ，３７ｂ間、３８ａ，３８ｂ間、及び、３９ａ，３９ｂ間でも同様な層
間剥離が起こり、切り離されることとなる。
【００３８】
　続いて、表及び裏半切れ線３５ａ，３５ｂ、３６ａ，３６ｂに沿った切断が進むと、第
２の表及び裏半切れ線３７ａ，３７ｂ、３８ａ，３８ｂに沿った層間剥離による切断が進
む。ここまでの切断により、紙目方向Ｋの他端側に位置する表及び裏半切れ線３９ａ，３
９ｂを軸とした蓋部２３の開封が可能となる。そして、更に、摘み部２５を引っ張ること
により、第３の表及び裏半切れ線３９ａ，３９ｂに沿った層間剥離による切断が進み、蓋
部２３が周縁部２４から完全に切り離される。
【００３９】
　このように、本実施形態に係る蓋材２０では、開封開始後に層間剥離を起こさせる第１
及び第２の開封用表半切れ線３５ｂ～３８ｂと第１及び第２の開封用裏半切れ線３５ａ～
３８ａの何れも紙目方向Ｋに対して直交しない構成となっている。しかも、層間剥離を起
こさせる際に摘み部２５から離れており力が均等に伝わりづらい第２の開封用表半切れ線
３７ｂ，３８ｂと第２の開封用裏半切れ線３７ａ，３８ａとが紙目方向Ｋに沿って延びる
ように構成されている。このため、この蓋材２０によれば、容器本体１０に接着された蓋
材２０の開封を紙目方向Ｋに沿って若しくは紙目方向Ｋの直交方向に沿うことなく行うこ
とが可能となるため、開封途中での紙破れや紙残り等が発生しづらくなり、蓋材２０の開
封をより確実に実現させることが可能となる。
【００４０】
　また、本実施形態に係る蓋材２０では、第１の開封用表半切れ線３５ｂ，３６ｂ及び第
１の開封用裏半切れ線３５ａ，３６ａが、紙目方向Ｋに対して８０度よりも小さい角度と
なるように紙目方向Ｋに対して傾斜していることが好ましい。このような傾斜角度である
ことにより、初期段階の層間剥離をより確実に実現させることができる。
【００４１】
　また、本実施形態に係る蓋材２０は、第３の開封用表半切れ線３９ｂ及び第３の開封用
裏半切れ線３９ａを更に備えている。表及び裏半切れ線３９ｂ，３９ａを備えることによ
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り、紙目方向Ｋの他端側を軸としてそれ以外が切り離された蓋部２３を開封状態のまま維
持することができ、必要に応じて蓋部２３を閉じたりすることも可能となる。また、紙目
方向Ｋの他端側の部分も層間剥離により切り離すことができるため、切り離された蓋部２
３を完全に取り除くことも可能となる。なお、表及び裏半切れ線３９ｂ，３９ａは、紙目
方向Ｋに対して直交して延びることもあるが、開封の最終部分であり、仮に紙残り等が発
生してしまったとしても、実用上、問題となることは少ない。
【００４２】
　また、本実施形態に係る蓋材２０では、摘み部２５は、紙目方向Ｋと直交する幅方向に
おいて略中央に形成されている。このため、蓋材２０の開封を中央部から左右に向かって
略均等に進めることができるため、容器本体１０に接着された蓋材２０の開封をよりバラ
ンスよく且つ確実に実行することが可能となる。
［第２実施形態］
【００４３】
　次に、本発明の第２実施形態について、図７を参照して説明する。図７は、第２実施形
態に係る紙製蓋材を表面側から視た際の平面図である。第２実施形態に係る蓋材４０は、
摘み部の形状が第１実施形態に係る蓋材２０と相違しており、また、予備切り込み線等を
設けている点で相違している。蓋材４０の他の構成や蓋材４０が接着される容器本体は第
１実施形態と同様であるため、その説明を省略する。
【００４４】
　まず、蓋材４０の摘み部２５ｃは、第１実施形態の摘み部２５と異なり、その幅が一定
となっている。このため、切り込み線３１ｃ，３２ｃも直線形状となっており、紙目方向
Ｋに全体が沿っている。
【００４５】
　また、蓋材４０には、開封開始用の切り込み線３１ｃ，３２ｃの外側に、開封開始用の
予備切り込み線４１，４２、開封開始用の予備裏半切れ線４３，４４、及び、開封開始用
の予備切り込み線４５，４６が形成されている。表半切れ線３５ｂ，３６ｂは、摘み部２
５ｃ側の一端付近において、裏半切れ線４３，４４を介して、開封開始用の予備切り込み
線４１，４２に繋がっている。
【００４６】
　開封開始用の予備切り込み線４１，４２は、開封開始用の切り込み線３１ｃ，３２ｃの
外側に略平行に形成された切断線であり、切り込み線３１ｃ，３２ｃに沿っての切り離し
が上手くいかなかった場合の補助的な切り込み線である。予備切り込み線４１，４２を設
けておくことにより、本来の切り込み線３１ｃ，３２ｃによる切り離しが上手くいかずそ
こから外れた場合でも、予備切り込み線４１，４２により矯正され、裏半切れ線４３,４
４を介して第１の開封用表半切れ線３５ｂ，３６ｂへと切り離しを導くことができる。
【００４７】
　開封開始用の予備切り込み線４５，４６は、予備切り込み線４１，４２と同様に、切り
込み線３１ｃ，３２ｃに沿っての切り離しが上手くいかなかった場合の補助的な切り込み
線である。この予備切り込み線４５，４６を設けることにより、製造の際の誤差等により
、切り込み線３１ｃ，３２ｃと裏半切れ線３３，３４との間にズレが生じた場合でも、蓋
材４０の開封の際に、予備切り込み線４５，４６と裏半切れ線３３,３４の延長線から切
断がされるので、開封を確実に行うことができる。
【００４８】
　以上、本実施形態に係る蓋材４０では、切り込み線３１ｃ，３２ｃの外側において延び
る予備切り込み線４１，４２を更に備えている。このため、蓋材４０によれば、第１実施
形態と同様の作用効果を得られることに加え、予備切り込み線４１，４２を設けておくこ
とにより、本来の切り込み線３１ｃ，３２ｃによる切り離しが上手くいかずそこから外れ
た場合でも、予備切り込み線４１，４２で矯正され、第１の開封用表半切れ線３５ｂ，３
６ｂへと導くことができるので、初期開封をより確実に行うことが可能となる。
［第３実施形態］
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【００４９】
　次に、本発明の第３実施形態について、図８を参照して説明する。図８は、第３実施形
態に係る紙製蓋材を表面側から視た際の平面図である。第３実施形態に係る蓋材５０は、
摘み部の形状が第１実施形態に係る蓋材２０と同様であるものの、第２実施形態のように
予備切り込み線等を設けている点で相違している。蓋材５０の他の構成や蓋材５０が接着
される容器本体は第１実施形態と同様であるため、その説明を省略する。
【００５０】
　図８に示すように、蓋材５０の摘み部２５の両側には、予備切り込み線４１，４２及び
予備切り込み線４１，４２から延びる裏半切れ線４３,４４が形成されている。このため
、蓋材５０によれば、第１実施形態と同様の作用効果を得られることに加え、予備切り込
み線４１，４２を設けておくことにより、本来の切り込み線３１，３２による切り離しが
上手くいかずそこから外れた場合でも、予備切り込み線４１，４２で矯正され、第１の開
封用表半切れ線３５ｂ，３６ｂへと導くことができるので、初期開封をより確実に行うこ
とが可能となる。
【００５１】
　以上、本実施形態に係る紙製蓋材及び当該蓋材を備えた収納容器について説明してきた
が、本発明に係る紙製蓋材及び当該紙製蓋材を備えた収納容器は、上記実施形態に限定さ
れるものではなく、種々の変形を適用することができる。例えば、上記実施形態では、第
１の開封用裏半切れ線３５ａ，３６ａや第１の開封用表半切れ線３５ｂ，３６ｂが直線状
である場合の例を示したが、これらの半切れ線は直線状に限定されるわけではなく、少な
くとも一方が波形形状やジッパー形状などであってもよい。切り離し面をこのような形状
にすることにより、紙製蓋材を開封して蓋を開けた際、その開封した辺が緩やかな凸凹形
状となるため、使用者の指等を傷付けてしまうといったことが効果的に防止される。
【実施例】
【００５２】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。
［実施例１］
【００５３】
　まず、実施例１として、坪量３１０ｇ／ｍ２の紙（コートボール紙）を準備し、そのコ
ート面側へ印刷後、ポリエチレン樹脂を４５μｍ厚で押し出して資材を作製した。この作
製した資材から、図７（図９（ａ））に示す形状を打ち抜いて蓋材を作製し、当該蓋材に
対応する容器本体に対してヒートシールを行い、収納容器の各サンプルＮｏ．１～Ｎｏ．
３（各サンプル毎にＮ＝３）を作製した。なお、各サンプルＮｏ．１～Ｎｏ．３では、摘
み部の幅Ｐ［ｍｍ］と、紙目方向Ｋに対する第１の半切れ線の傾斜角度Ｑ［°］とを表１
に示すように設定した。そして、これら各サンプルの収納容器において蓋材の開封試験を
行い、以下の４点の評価項目及びその総合判定を行った。なお、表１に示す４点の評価項
目の値は、各サンプルでの平均値である。
【００５４】
　［摘み易さ］
　摘み部の持ちやすさを、「１」～「５」の５段階で評価した。「１」は、摘むことがで
きない又は開封の力をかけづらいといった段階であり、「５」に進むにつれて、摘み部に
力をかけるに当たり一切の不具合が無いといった評価項目である。
　［初期開封］
　開封の初めにフランジが持ち上がらずに層間より開封するか否かを、「１」～「５」の
５段階で評価した。「１」は、フランジが持ち上がりトレー層間から開封しないといった
段階であり、「５」に進むにつれて、フランジが一切持ち上がらずトレー層間より綺麗に
開封されるといった評価項目である。
　［切り離し］
　フランジ端部で蓋材と収納容器とが切り離されるかを、「１」～「５」の５段階で評価
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した。「１」は、収納容器と蓋材とが切り離されない(フタ材が破れる、２重蓋となる)段
階であり、「５」に進むにつれて、収納容器と蓋材との切り離しに当たり不具合が無く且
つ初期開封からの一連の流れで開封できる、即ち、余計な力が不要といった評価項目であ
る。
　［半切れ追従］
　半切れ形状から外れずに開封がなされるか否かを、「１」～「５」の５段階で評価した
。「１」は、半切れ形状より外れた開封がなされる段階であり、「５」に進むにつれて、
開封時に半切れ形状から外れることがなく且つ切り離しからの一連の流れで開封できる、
即ち余計な力が不要といった評価項目である。
　なお、総合判定は、
　摘み易さ：初期開封：切り離し：半切れ追従＝１：１：４：２
　の重み付けを行い判定した。
【００５５】
【表１】

【００５６】
　表１に示すように、図９（ａ）に示す形態の蓋体によれば、摘み易さ等に多少の難があ
ったり、初期開封の際に力が少し多めに必要な点はあるものの、半切れ線に沿って蓋材の
開封をより確実に行うことができた。
［実施例２］
【００５７】
　次に、実施例２として、実施例１と同様に、坪量３１０ｇ／ｍ２の紙（コートボール紙
）を準備し、そのコート面側へ印刷後、ポリエチレン樹脂を４５μｍ厚で押し出して資材
を作製した。この作製した資材から、図８（図９（ｂ））に示す形状を打ち抜いて蓋材を
作製し、当該蓋材に対応する容器本体に対してヒートシールを行い、収納容器の各サンプ
ルＮｏ．１～Ｎｏ．６（各サンプル毎にＮ＝６）を作製した。なお、各サンプルＮｏ．１
～Ｎｏ．６では、摘み部の幅Ｐ［ｍｍ］と、紙目方向Ｋに対する第１の半切れ線の傾斜角
度Ｑ［°］と、摘み部の幅広部の長さＲ［ｍｍ］とを表２に示すように設定した。そして
、これら各サンプルの収納容器において蓋材の開封試験を行い、実施例１と同じように４
点の評価項目及びその総合判定を行った。表２に示す４点の評価項目の値は、表１と同様
、各サンプルでの平均値である。
【００５８】
【表２】

【００５９】
　表２に示すように、図９（ｂ）に示す形態の蓋体によれば、摘み易さ等の評価が実施例
１よりも大幅に向上しており、また、初期開封、切り離し、半切れ追従の評価項目も実施
例１より向上させることができ、蓋材の開封をより確実に行うことができることが確認で
きた。
［比較例］
【００６０】
　また、比較例として、実施例１、２と同様に、坪量３１０ｇ／ｍ２の紙（コートボール
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紙）を準備し、そのコート面側へ印刷後、ポリエチレン樹脂を４５μｍ厚で押し出して資
材を作製した。この作製した資材から、図１０に示す形状を打ち抜いて蓋材を作製し、当
該蓋材に対応する容器本体に対してヒートシールを行い、収納容器のサンプル（Ｎ＝６）
を作製した。実施例１、２と同様に４点の評価項目およびその総合判定を実施した。表３
に示す４点の評価項目の値は、表１及び表２同様、比較例のサンプル（Ｎ＝６）での平均
値である。
【００６１】
【表３】

　表３に示すように、図１０（従来）に示す形状では、摘み易さおよび初期開封では優れ
た結果を示したものの、収納容器と蓋材との切り離しに難があり、切り離しがなされた場
合でも半切れ追従が満足に行われず、実施例１及び実施例２よりも劣る結果であった。
【符号の説明】
【００６２】
　１…収納容器、１０…容器本体、１２…フランジ部、１６…縁片、１６ｃ…接着領域、
１６ｄ～１６ｆ…開封補助半切れ線、２０，４０，５０…蓋材、２５，２５ｃ…摘み部、
２５ａ…幅広部、２５ｂ…幅狭部、３１，３２，３１ｃ，３２ｃ…切り込み線、３３，３
４、３５ａ～３９ａ…裏半切れ線、３５ｂ～３９ｂ…表半切れ線、４１，４２…予備切り
込み線、Ｋ…紙目方向、Ｗ…幅。
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【図５】 【図６】



(15) JP 6659362 B2 2020.3.4

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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