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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外方に突出する開封用摘み部を有する外蓋と内蓋とからなり、前記内蓋には前記開封用
摘み部と対向する位置に湯切り孔用切目が形成され、前記外蓋には前記湯切り孔用切目近
傍で前記開封用摘み部側に前記外蓋を２分する外蓋切目を有した蓋材であって、前記蓋材
の前記外蓋切目の前記開封用摘み部と反対側に位置する部分に少なくとも１つの外方に突
出する湯切り用摘み部が形成されるとともに、前記湯切り用摘み部と前記湯切り孔用切目
との間で前記内蓋を２分する剥離開始用切目が形成され、少なくとも前記剥離開始用切目
と前記外蓋切目とで囲まれる領域において前記外蓋と前記内蓋とが離型層を介して積層さ
れており、
　前記離型層がベタ離型層と網点離型層の組合せにて構成されており、前記内蓋に形成さ
れた前記剥離開始用切目に対向する位置に所定巾の線状でベタ離型層が形成されており、
　前記所定巾の線状で形成されたベタ離型層を除いた前記剥離開始用切目と前記外蓋切目
とで囲まれる領域の外側全周が、所定巾の線状で形成された網点離型層であるとともに、
前記網点離型層の内側領域がベタ離型層で形成されていることを特徴とする、湯切り孔付
き蓋材。
【請求項２】
　前記湯切り孔用切目の中央部と対向する領域が離型層非形成部とされていることを特徴
とする、請求項１記載の湯切り孔付き蓋材。
【請求項３】
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　前記湯切り孔用切目および前記剥離開始用切目が、前記内蓋と前記外蓋が積層された後
に前記内蓋の前記外蓋と接していない面からのハーフカットにより形成されたものである
ことを特徴とする、請求項１または２記載の湯切り孔付き蓋材。
【請求項４】
　前記外蓋が、紙層単体ないしは紙層とプラスチックフィルムの積層体からなり、前記内
蓋が、ポリエチレン層とアルミニウム箔と熱接着性樹脂層の積層体ないしはポリエチレン
層と紙層とアルミニウム箔と熱接着性樹脂層の積層体からなることを特徴とする、請求項
１～３のいずれかに記載の湯切り孔付き蓋材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カップ入り焼きそば等のように、麺に熱湯を注いで一定時間放置した後、湯切
りを行う容器に使用する湯切り孔付き蓋材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、カップ入り焼きそばは、発泡ポリスチレン等からなる容器に焼きそばを収納し、湯
切り孔となる切込が形成されたプラスチック成形蓋が被せられ、全体を収縮フィルムにて
収縮包装した包装形態のもの、ないしは発泡ポリスチレン等からなる容器に焼きそばを収
納し、箸等により突き刺すことにより湯切り孔を形成できるようにした紙とアルミニウム
箔の積層体からなる蓋材を容器に熱接着して取り付け、全体を収縮フィルムにて収縮包装
した包装形態のもの等が知られている。
しかしながら、上記前者の包装形態の容器を使用した場合には、プラスチック成形蓋に湯
切り孔となる切込が形成されているのでガスバリヤー性がない上に完全密封されていない
ために、保管中に内容物の匂いが外部に漏れ出すという欠点があった。また、後者の包装
形態の容器を使用した場合には、湯切りする際に蓋材の所定箇所を箸等で突き刺して孔を
開ける必要があり、孔を開けるのが煩雑である上に熱湯が入った容器の上から蓋材を突き
刺す際に火傷をするおそれがある等の欠点があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、外部に匂いが漏れだすことがなく且つ簡単に湯切り孔を開けることがで
きる密封性の優れた湯切り孔付き蓋材を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
外方に突出する開封用摘み部を有する外蓋と内蓋とからなり、前記内蓋には前記開封用摘
み部と対向する位置に湯切り孔用切目が形成され、前記外蓋には前記湯切り孔用切目近傍
で前記開封用摘み部側に前記外蓋を２分する外蓋切目を有した蓋材であって、前記蓋材の
前記外蓋切目の前記開封用摘み部と反対側に位置する部分に少なくとも１つの外方に突出
する湯切り用摘み部が形成されるとともに、前記湯切り用摘み部と前記湯切り孔用切目と
の間で前記内蓋を２分する剥離開始用切目が形成され、少なくとも前記剥離開始用切目と
前記外蓋切目とで囲まれる領域において前記外蓋と前記内蓋とが離型層を介して積層され
た湯切り孔付き蓋材である。この蓋材が取り付けられた包装体を使用する場合、開封用摘
み部から蓋材を一部剥離させて容器の内部に熱湯を注ぎ一定時間放置した後に、湯切り用
摘み部をめくる操作により外蓋を内蓋から部分的に剥離できるので、内蓋に湯切り孔が形
成され、容易に湯切りを行うことができる。また、蓋材が容器口部に接着されて密封され
ているので内容物の臭いが包装体の外部に漏れ出すことがない。
【０００５】
上記湯切り孔付き蓋材において、前記離型層がベタ離型層と網点離型層の組合せにて構成
されており、前記内蓋に形成された前記剥離開始用切目に対向する位置に所定巾の線状で
ベタ離型層が形成された構成とすることにより、剥離開始用切目に対向する位置に形成さ
れたベタ離型層の部分から外蓋と内蓋を剥離することになり、容易に剥離を開始すること
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ができる。
【０００６】
さらに、前記所定巾の線状で形成されたベタ離型層を除いた前記剥離開始用切目と前記外
蓋切目とで囲まれる領域の外側全周が、所定巾の線状で形成された網点離型層であるとと
もに、前記網点離型層の内側領域がベタ離型層で形成された構成とすることにより、剥離
開始を容易に保つとともに、所定巾の線状で形成されたベタ離型層を除いた前記剥離開始
用切目と前記外蓋切目とで囲まれる領域の外側全周に、網点離型層が設けられているので
、容器に蓋材を取り付けた内容物を包装した状態で輸送、保管する際に外蓋が剥離してく
ることがなく、かつその内側領域がベタ離型層で形成されているので、剥離も軽く行える
ものである。
【０００７】
上記湯切り孔付き蓋材において、湯切り孔用切目の中央部と対向する領域が離型層非形成
部とされている構成とすることにより、外蓋を部分的に剥離した際に内蓋の湯切り孔切目
に囲まれた部分が外蓋に接着した状態で除去しやすくなり確実に湯切り孔を形成すること
ができる。
【０００８】
上記湯切り孔付き蓋材において、湯切り孔用切目および前記剥離開始用切目が、前記内蓋
と前記外蓋が積層された後に前記内蓋の前記外蓋と接していない面からのハーフカットに
より形成された構成とすることにより、確実に湯切り孔が形成できる。
【０００９】
上記湯切り孔付き蓋材において、前記外蓋が紙層単体ないしは紙層とプラスチックフィル
ムの積層体からなり、前記内蓋がポリエチレン層とアルミニウム箔と熱接着性樹脂層ない
しはポリエチレン層と紙層とアルミニウム箔と熱接着性樹脂層からなる構成とすることに
より、ガスバリヤー性が優れるとともに、カールが少なくなり容器に蓋を熱接着する際の
作業性がよくなる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を引用して本発明の実施の形態を説明する。
図１は本発明の第１実施形態を示す平面図、図２は第１実施形態における離型層の形状を
示す外蓋の底面図、図３は第１実施形態の積層構成を示す図１におけるＩ－Ｉ断面図、図
４は第１実施形態の容器口部に接着した状態を示す断面図、図５は容器口部に接着した第
１実施形態の蓋材の外蓋を部分的に剥離した状態の断面図、図６は第２実施形態における
離型層の形状を示す外蓋の底面図、図７は第３実施形態の蓋材の外蓋を部分的に剥離した
状態の断面図、図８は第４実施形態の蓋材の外蓋を部分的に剥離した状態の断面図であっ
て、１, 1', 1"は蓋材、2aは開封用摘み部、2bは湯切り用摘み部、３は外蓋切目、４は湯
切り孔用切目、５は剥離開始用切目、６は印刷層、7aはベタ離型層、7bは網点離型層、８
は離型層非形成部、９は湯切り孔、10，10’は外蓋、11，24は紙層、12は接着剤層、13は
プラスチックフィルム、20，20’は内蓋、21，25はポリエチレン層、22はアルミニウム箔
、23は熱接着性樹脂層、30は容器、31は熱接着部をそれぞれ表す。
【００１１】
本発明の第１実施形態の蓋材１は図１、図２、図３に示すとおりである。蓋材１の外面形
状は、図１に示すように、略円形状であって相対する両端部に蓋材１を容器から剥離する
ための外方に突出した開封用摘み部2a、および蓋材１の外蓋10を内蓋20から剥離させて湯
切り孔用切目４により湯切り孔を形成するための外方に突出した湯切り用摘み部2bがそれ
ぞれ延設されており、蓋材１の中央部より湯切り用摘み部2b寄りの位置に内蓋20から部分
的に剥離させた外蓋10を除去するための外蓋切目３が形成されている。外蓋切目３は連続
した切目としてもよいしミシン目としてもよい。ミシン目とする場合には非切断部の長さ
をできるだけ小さくした方がよい。また、湯切り用摘み部2bと湯切り孔用切目４との間の
図１に点線にて示した位置に内蓋20を２分する剥離開始用切目５が形成されている。
【００１２】



(4) JP 4138123 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

蓋材１の外蓋10の内面の形状は、図２に示すように、外蓋切目３のやや蓋材中心側から湯
切り用摘み部2b側の領域で、少なくとも剥離開始用切目５に接するように離型層が形成さ
れており、該離型層は剥離開始用切目５に対向する少なくとも内側の一定巾の領域に形成
されるベタ離型層7aと、湯切り孔用切目４の中央部に対向する領域を湯切り孔用切目４よ
りも小径の円形状に離型層非形成部８とされた領域以外に形成される網点剥離層7bとから
なる。ベタ離型層7aが形成された領域では外蓋10を内蓋20から容易に剥離させることがで
き、網点剥離層7bが形成された領域では外蓋10と内蓋20の剥離強度はやや強くなる。
【００１３】
蓋材１の積層構成は、図３に示すとおり、外面から順に、印刷層６と紙層11と部分的に形
成されたベタ離型層7aおよび網点離型層7bからなる外蓋10と、ポリエチレン層21とアルミ
ニウム箔22と熱接着性樹脂層23からなる内蓋20が積層された構成であって、蓋材１の中央
よりも湯切り用摘み部2b寄りの網点離型層7bの内端部に対向する位置に外蓋切目３が形成
され、内蓋20の湯切り用摘み部2bの内側のベタ離型層7aに対向する位置に剥離開始切目５
が形成されるとともに離型層非形成部８に対向する位置に湯切り孔用切目４が形成されて
いる。外蓋切目３は外蓋10を貫通する状態で形成され、剥離開始用切目５と湯切り孔用切
目４は内蓋20を貫通する状態で形成されている。この構成とすることにより、ベタ離型層
7aとポリエチレン層21間の剥離強度はきわめて弱く剥離しやすくなり、網点剥離層7bとポ
リエチレン層21間の剥離強度はやや強くなるので、外蓋10を剥離するのが容易であるが、
容器に蓋材１を取り付け包装した状態で保管、輸送する際に外蓋10が剥離してくるのを防
止することができる。
【００１４】
第１実施形態の蓋材１を容器口部に熱接着した状態の断面は、図４に示すように、紙ない
しは発泡ポリスチレン等からなる開口部が円形の容器30のフランジ部に蓋材１の内面の熱
接着性樹脂層23が熱接着されて取り付けられる。熱接着性樹脂層23として易剥離性樹脂を
使用しているので蓋材１を容器から剥離可能な状態となっている。この状態で開封用摘み
部2aおよび湯切り用摘み部2bはそれぞれ容器30の外側に突出した状態となり、内蓋20に形
成された剥離開始用切目５が熱接着部31の外端近傍に位置するように取り付けられる。
【００１５】
図４に示す蓋材１を取り付けた容器を使用する際には、先ず、蓋材１の開封用摘み部2aを
掴んで蓋材１を容器30から一定の距離だけ引き剥がして部分的に容器の口部を開け、内部
に収納されている小袋に包装された具や調味料を取り出し、必要分を容器内に投入した後
に、開口した部分から容器30内に熱湯を所定の水位まで注いだ後に蓋材１で開口部を塞ぎ
一定時間放置する。湯切りを行うには、蓋材１の湯切り用摘み部2bを掴んで斜め上方に引
っ張ることにより、ベタ離型層7aおよび網点剥離層7bとポリエチレン層21の界面にて外蓋
10と内蓋20が部分的に剥離して外蓋切目３にて切り取られるとともに、離型層非形成部８
に内蓋20の湯切り孔用切目４にて切断された部分が接着した状態で抜き取られるので、図
５に示すように、外蓋10が剥離された部分の内蓋20に湯切り孔９が形成される。この状態
で容器30を傾けることにより湯切り孔９から容器30内の湯を排出させることができる。湯
切りを行った後に開封用摘み部2aを掴んで蓋材１を容器30から剥離する。
【００１６】
外蓋10を部分的に剥離して湯切り孔９を形成する際に、剥離開始用切目５の内側が一定巾
でベタ離型層7aとされているのでベタ離型層7aとポリエチレ層21間が剥離し易くなり容易
に外蓋20を剥離開始することができるとともに、網点離型層7bが形成された領域において
湯切り孔用切目４の中央部に対向させて離型層非形成部８とされているので湯切り孔用切
目４にて切断された内蓋20の部分が接着した状態で確実に抜き取られ湯切り孔９を形成す
ることができる。また、容器30に蓋材１を取り付けて製品化した後に、保管、輸送中に剥
離開始用切目５から外蓋10が剥離して内蓋20から分離してしまうことはない。
【００１７】
本発明の第２実施形態の蓋材は、平面形状および積層構成は第１実施形態と同じであり、
外蓋10の内面の離型層の形状が第１実施形態と異なるものである。外蓋10の内面の形状は
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、図６に示すように、外蓋切目３のやや蓋材中心側から湯切り用摘み部2b側の領域で、少
なくとも剥離開始用切目５に接するように離型層が形成されており、該離型層は剥離開始
用切目５に対向する少なくとも内側の一定巾の領域および湯切り孔用切目４の中央部に対
向する領域を湯切り孔用切目４よりも小径の円形状に離型層非形成部８とされた領域近傍
に形成されるベタ離型層7aと、剥離開始用切目５に対向する内側のベタ離型層7aの内側、
外蓋切目３の近傍および外蓋の端縁近傍に形成される網点剥離層7bとからなるものである
。第２実施形態の離型層の形状とすることにより、使用前までの剥離防止の効果があり、
使用時の剥離をさらに容易とすることができる。
【００１８】
本発明の第３実施形態の蓋材1'は平面形状は第１実施形態と同じであり積層構成のみが異
なるものである。積層構成は外面から順に、印刷層６と紙層11と接着剤層12とプラスチッ
クフィルム13と部分的に形成されたベタ離型層7aおよび網点離型層7bからなる外蓋10' と
、ポリエチレン層21とアルミニウム箔22と熱接着性樹脂層23からなる内蓋20が積層された
構成であって、ベタ離型層7aおよび網点離型層7bの形成領域、外蓋切目３、剥離開始用切
目５、湯切り孔用切目４の形成位置は第１実施形態と同じである。外蓋切目３は紙層11と
接着剤層12とプラスチックフィルム13からなる外蓋10' を貫通する状態で形成されている
。第３実施形態の蓋材1'の外蓋10' を部分的に内蓋20から剥離して湯切り孔９を形成した
状態は図７に示すとおりである。
【００１９】
本発明の第４実施形態の蓋材1"は平面形状は第１実施形態と同じであり積層構成のみが異
なるものである。積層構成は、外面から順に印刷層６と紙層11と接着剤層12とプラスチッ
クフィルム13と部分的に形成されたベタ離型層7aおよび網点離型層7bからなる外蓋10’と
、ポリエチレン層21と紙層24とポリエチレン層25とアルミニウム箔22と熱接着性樹脂層23
からなる内蓋20’が積層された構成であり、ベタ離型層7aおよび網点離型層7bの形成領域
、外蓋切目３、剥離開始用切目５、湯切り孔用切目４の形成位置は第１実施形態と同じで
ある。外蓋切目３は紙層11と接着剤層12とプラスチックフィルム13からなる外蓋10’を貫
通する状態で形成され、剥離開始用切目５および湯切り孔用切目４はポリエチレン層21と
紙層24とポリエチレン層25とアルミニウム箔22と熱接着性樹脂層23からなる内蓋20’を貫
通する状態で形成されている。第３実施形態の外蓋10’を部分的に内蓋20’から剥離して
湯切り孔９を形成した状態は図８に示すとおりである。なお、第３実施形態および第４実
施形態において外蓋10' の内面に形成する剥離層を第２実施形態と同じ形状としてもよい
。
【００２０】
第３実施形態の蓋材1'および第４実施形態の蓋材1"の場合には、外蓋10’の内面に硬いプ
ラスチックフィルム13が積層されているので、外蓋10’と内蓋20ないしは内蓋20’が積層
された状態で、内蓋20,20'の内面からハーフカットにより剥離開始用切目５および湯切り
孔用切目４を形成する際に、内蓋20ないしは内蓋20’を貫通するハーフカットが形成し易
くなる効果がある。第３実施形態の蓋材1"の場合には、内蓋20’に紙層24が積層された構
成となっているので、紙層24の外面に外蓋10’を剥離した際に露出する隠し印刷層を設け
ておくことができ、抽選の当たり印刷を施しておくことが可能となる。
【００２１】
本発明の実施形態では蓋材の平面形状を円形状として、開封用摘み部2aと湯切り用摘み部
2bを蓋材の相対する両端の位置に外方に突出した形状として設けているが、湯切り用摘み
部2bを設ける位置は外蓋切目３よりも外側の周縁であればどの位置に設けてもよく、外蓋
切目３の両端の近傍に１箇所若しくは２箇所に設けるようにしてもよい。さらに、剥離開
始用切目５の位置については容器フランジ部の接着部上でも接着部近傍の外縁でもよい。
また蓋材の平面形状は円形状ではなく容器の形状に応じて任意に変形させることができる
ものであり、四角形状、多角形状、楕円形状としてもよい。湯切り孔９を形成するための
湯切り孔用切目４の個数、大きさ、形状、位置は任意であり、湯切りに適したものであれ
ばよい。外蓋切目３は外蓋10,10'を積層する工程にて流れ方向に連続した状態で切目、ミ
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シン目として形成可能であり、剥離開始用切目５および湯切り孔用切目４は外蓋10,10'と
内蓋20,20'が積層された状態で、内蓋20,20'側からのハーフカットにより形成可能なもの
である。
【００２２】
離型層7a,7b を形成するための樹脂としては、硝化綿、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹
脂、アクリル樹脂、ブチラール樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、エチレン－酢酸
ビニル共重合体等の単体ないしは混合物が使用できる。必要により少量のシリコーン等を
添加してもよい。離型層は上記の樹脂からなるインキを使用して紙面ないしはプラスチッ
クフィルム面にグラビア印刷等により印刷することにより形成される。ベタ離型層はベタ
版を使用した印刷により、網点離型層は網点面積率が３０～９５％の網点状にエッチング
された印刷版を使用して印刷することにより形成される。ベタ離型層とポリエチレン層と
の界面では容易に剥離するが、網点離型層とポリエチレン層との界面ではやや剥離強度が
強くなる。したがって、剥離開始用切目の内側にベタ離型層を形成しておくことにより容
易に剥離を開始することができる。網点離型層の部分はやや剥離しにくくなるために、容
器を蓋材を取り付けた状態で長期間放置した場合ないしは取扱中に外蓋が剥離してくるこ
とがない。
【００２３】
本発明の湯切り孔付き蓋材における紙層11としては、第１、第２実施形態の場合には外蓋
が紙層のみとなるのでハーフカット適性を考慮して坪量が７０～１２０ｇの厚い紙を、第
３実施形態における紙層11ないしは第４実施形態における紙層24の場合には４０～９０ｇ
程度の厚さのものが使用される。容器フランジ部との熱接着時に容器フランジ側に位置す
る熱接着性樹脂層23としては、エチレン－酢酸ビニル共重合体やエチレン－メタクリル酸
共重合体、エチレン－アクリル酸共重合体等を主成分とする樹脂が好適である。熱接着性
樹脂層23はアルミニウム箔面に直接押出ラミネーションしてもよいし、押出ポリエチレン
層を介して積層してもよい。プラスチックフィルム13としては、２軸延伸ポリエチレンテ
レフタレート、２軸延伸ナイロン、２軸延伸ポリプロピレン等が使用できる。外蓋の構成
としては、例えば、印刷層／紙１００ｇ／部分離型層、印刷層／紙５０ｇ／接着剤／２軸
延伸ポリエチレンテレフタレート１２μ／部分離型層、印刷層／紙５０ｇ／ポリエチレン
２０μ／紙５０ｇ／部分離型層等であり、内蓋の構成としては、例えば、ポリエチレン２
０μ／アルミニウム箔１５μ／熱接着性樹脂２５μ、ポリエチレン２０μ／紙５０ｇ／ポ
リエチレン１５μ／アルミニウム箔７μ／熱接着性樹脂２５μ等である。蓋材の積層構成
としては上記構成の外蓋および内蓋を任意に組み合わせた構成とすることができる。
【００２４】
本発明の湯切り孔付き蓋材を製造する主な方法は下記のとおりである。第１、第２実施形
態の場合は、印刷によりロール状の紙層の表面に印刷層を形成すると同時に紙層の裏面に
印刷層と見当を合わせて印刷により離型層を形成して外蓋用基材を作製する。印刷層と離
型層を形成した外蓋用基材に流れ方向の所定位置に切目を形成しながら離型層を形成した
面とアルミニウム箔とをポリエチレンの押出ラミネーションにより積層し、更にアルミニ
ウム箔面に熱接着性樹脂層を押出ラミネーションにより積層して積層体を作製する。得ら
れた積層体を所定位置にてシート状に裁断した後に、熱接着性樹脂層面からの外蓋用基材
に達するハーフカットにより所定位置に剥離開始用切目および湯切り孔用切目を形成する
。次いで、所定位置にて所定形状に打ち抜くことにより蓋材を作製することができる。第
３実施形態の場合には、ロール状の紙層とプラスチックフィルムとをドライラミネーショ
ンにより積層した後に、紙面に印刷により印刷層を形成すると同時にプラスチックフィル
ム面に印刷層と見当を合わせて印刷により離型層を形成して外蓋用基材を作製する。以後
の工程は第１、第２実施形態と同様である。第４実施形態の場合には、第３実施形態と同
様にして外蓋用基材を作製し、別に、紙層とアルミニウム箔とをポリエチレンの押出ラミ
ネーションにより積層しアルミニウム箔面に熱接着性樹脂層を押出ラミネーションにより
積層して積層フィルムを作製し、積層フィルムの紙面と外蓋基材の離型層面とをポリエチ
レンにて押出ラミネーションして積層体を作製する。以後の工程は第１、第２実施形態と
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同様である。
【００２５】
【発明の効果】
外方に突出する開封用摘み部を有する外蓋と内蓋とからなり、前記内蓋には前記開封用摘
み部と対向する位置に湯切り孔用切目が形成され、前記外蓋には前記湯切り孔用切目近傍
で前記開封用摘み部側に前記外蓋を２分する外蓋切目を有した蓋材であって、前記蓋材の
前記外蓋切目の前記開封用摘み部と反対側に位置する部分に少なくとも１つの外方に突出
する湯切り用摘み部が形成されるとともに、前記湯切り用摘み部と前記湯切り孔用切目と
の間で前記内蓋を２分する剥離開始用切目が形成され、少なくとも前記剥離開始用切目と
前記外蓋切目とで囲まれる領域において前記外蓋と前記内蓋とが離型層を介して積層され
た湯切り孔付き蓋材であるので、この蓋材が取り付けられた包装体を使用する場合、開封
用摘み部側から蓋材を一部剥離させて容器の内部に熱湯を注ぎ一定時間放置した後に、湯
切り用摘み部側から外蓋と内蓋を部分的に剥離させることにより、内蓋に湯切り孔が形成
されるので容易に湯切りを行うことができる。また、蓋材が容器口部に熱接着されて密封
されるので内容物の臭いが包装体の外部に漏れ出すことがない。
上記湯切り孔付き蓋材において、離型層がベタ離型層と網点離型層の組合せにて構成され
ており、前記内蓋に形成された前記剥離開始用切目に対向する位置に所定巾の線状でベタ
離型層が形成された構成とすることにより、剥離開始用切目に対向する位置に形成された
ベタ離型層の部分から外蓋と内蓋を剥離することになり、容易に剥離を開始することがで
きる。さらに、所定巾の線状で形成されたベタ離型層を除いた前記剥離開始用切目と前記
外蓋切目とで囲まれる領域の外側全周が、所定巾の線状で形成された網点離型層であると
ともに、前記網点離型層の内側領域がベタ離型層で形成された構成とすることにより、剥
離開始を容易に保つとともに、所定巾の線状で形成されたベタ離型層を除いた前記剥離開
始用切目と前記外蓋切目とで囲まれる領域の外側全周に、網点離型層が設けられているの
で、容器に蓋材を取り付けた内容物を包装した状態で輸送、保管する際に外蓋が剥離して
くることがなく、かつその内側領域がベタ離型層で形成されているので、剥離も軽く行え
るものである。
上記湯切り孔付き蓋材において、湯切り孔切目の中央部と対向する領域が離型層非形成部
とされている構成とすることにより、外蓋を部分的に剥離した際に内蓋の湯切り孔切目に
囲まれた部分が外蓋に接着した状態で除去できるので確実に湯切り孔を形成することがで
きる。
上記湯切り孔付き蓋材において、湯切り孔用切目および前記剥離開始用切目が、前記内蓋
と前記外蓋が積層された後に前記内蓋の前記外蓋と接していない面からのハーフカットに
より形成された構成とすることにより、確実に湯切り孔が形成できる。
上記湯切り孔つき蓋材において、前記外蓋が紙層単体ないしは紙層とプラスチックフィル
ムの積層体からなり、前記内蓋がポリエチレン層とアルミニウム箔と熱接着性樹脂層ない
しはポリエチレン層と紙層とアルミニウム箔と熱接着性樹脂層からなる構成とすることに
より、ガスバリヤー性が優れるとともに、カールが少なくなり容器に蓋を熱接着する際の
作業性がよくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態を示す平面図。
【図２】　第１実施形態における離型層の形状を示す外蓋の底面図。
【図３】　第１実施形態の積層構成を示す図１におけるＩ－Ｉ断面図。
【図４】　第１実施形態の容器口部に接着した状態を示す断面図。
【図５】　容器口部に接着した第１実施形態の蓋材の外蓋を部分的に剥離した状態の断面
図。
【図６】　第２実施形態における離型層の形状を示す外蓋の底面図。
【図７】　第３実施形態の蓋材の外蓋を部分的に剥離した状態の断面図。
【図８】　第４実施形態の蓋材の外蓋を部分的に剥離した状態の断面図。
【符号の説明】
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１,1',1”　蓋材
2a　開封用摘み部
2b　湯切り用摘み部
３　外蓋切目
４　湯切り孔用切目
５　剥離開始用切目
６　印刷層
7a　ベタ離型層
7b　網点離型層
８　離型層非形成部
９　湯切り孔
10，10’　外蓋
11，24　紙層
12　接着剤層
13　プラスチックフィルム
20，20’　内蓋
21，25　ポリエチレン層
22　アルミニウム箔
23　熱接着性樹脂層
30　容器
31　熱接着部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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