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No.1

住本

充弘

の味わいをお楽しみください」と記載されている。

●１．包装形態について●

４種類があり，容量は約 20g，賞味期間 12 カ月（開
封前），140 円である。食べてみると確かに香辛

軟包装は製品の一次包装として利用されること
が多い。教科書ではないので，系統的な説明では

料の香りが新鮮であり，美味しい。これからは，

なく，関連事項をその都度簡単に説明しながら，

食べるときに混合するタイプの食品包装は増える

詳細は別途まとめて説明する。

と思う。

最近販売されたエスビー食品のデリッシュアッ

包装設計をするときは，中身の物性確認が必要

プは，２室混合スパイス調味料である。調味料と

であるが，製品により異なるので，まず，必要と

しては業界で初めての食べるときに混合する２室

なる保護性能を列挙する（第１表）。食品，医薬品，

混合タイプのパウチである（第１図）。エスビー

化粧品，飲料，日用雑貨などで当然異なる。その

食品の説明資料では，
「シーズニングとオイルが１袋

商品の物性及び商品コンセプトを十分理解するこ

に別々に充填されている『ツインパック』仕様に

第１表

より，
『スパイス＆ハーブ』とオイルを食べる直前

軟包装の基本設計における主な検討項目

に混ぜることができます。香りはなやぐ作りたて

第１図

食品と容器

エスビー食品『ツインパック』仕様製品
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とが大切である。製品が完成していれば，
できれば試食し味を確認して包装設計に
は

想いを馳せるとよい。

第１図の２室混合パウチ（ツインパッ

ク）の包装設計について考えてみよう。
ここでのポイントは，２室混合の間にあ
るセンターシール部のヒートシール強度
（HS 強度）をどのくらいにするか，輸
送中にセンターシール部が剥離して混合
されないかを考慮する。その次に易開封

第２図

世界で初の実用化

２室混合クッキング

南アフリカで全国展開 "woolworth"（スーパー）

の斜めカット部の検討である。フィルム
の方向性があるので注意が必要である。

超えない。従って

この製品は，輸送中のセンターシール部の剥離

PE で十分である

を避けるためにセンターシール部で折り曲げて外

と理解した。更に

装のパウチに入っている。曲げた状態で外装のパ

膨張によるパウチ

ウチに入れる包装方法も検討が必要である。セン

の破裂が問題であ

ターシール部を折り曲げて流通させる方法以外に

る。通常は，self-

トレーに入れてセンターシール部の剥離を防ぐ方

venting 構造を使

法がある。コスト高になるが，すでに南アフリカ

用するが，この包

共和国の電子レンジ食品で行われている。第２図

装の場合は，セン

パッケージはその国の文化を表している。日本の

ターシール部に１mm ほどの穴があり，トレー

常識が必ずしも世界に通じるとは限らない。日本

とのシールで隠れているが，熱せられて膨張する

には日本の包装があるが，これからの時代は，そ

と，その穴が表れ，蒸気抜き，self-venting の代

うは言っていられない。人口が毎年 20 ～ 60 万人位

わりとなっている。self-venting の事例は第３図

減少し，高齢者が増える時代では，国内の消費は

を参照。この包装の設計は英国の有名なコンバー

減少し，この中で売り上げを増やし，利益目標を

ターであり，コンバーター，スーパー，食品加工

達成するには，他社の市場に参入するか海外への

会社の３社が共同で開発した商品である。おそら

輸出・進出を図るしかない。海外への供給となる

く，英国のコンバーターがアイデアを持ち込んで

と日本的発想の包装だけでは不十分となる。海外

具現化したものと思える。実現には，密かに社内

出張されたら，スーパーに入り，サンプルを購入

で開発し完成したら，発表して販促開始をする古

して写真を撮るとよい。帰国してからでは，サン

い開発方法ではなく，最初からこの製品の実用化

プルがシワになります。サンプルを見つけたら，

にベストのチームを作り計画通りに進める方式が

その場で購入してみよう。後で購入しようとする

実用化には早い。欧州の企業の多くはこのような

は，見つけるのが難しくなる。その場で買うのが

collaboration の開発方式をとって早く製品をマ

基本だ。

ーケットに出している。Win-win の関係を構築

第２図の包材の仕様に関心がある。分析すると，

第３図

self-venting 製品例

している。軟包装設計においては，HS による密

PET12µm/ 接着剤 /PE50µm であった。通常，電

封法が重要であり，後述する。

子レンジ包材の場合は，PET12µm/ 印刷 / 接着

理解のためのキーワード：パウチ，２室混合パウチ
（ツインパック）
，商品コンセプト，センターシール，
ヒートシール強度（HA 強度），電子レンジ食品，selfventing 構 造， 蒸 気 抜 き， 密 封， 剥 離，migration，
Interactive package

剤 /CPP30 ～ 50 µm であるが，意外である。まず，
しょう ゆ

液体のたれは，オイルではなく， 醤 油たれのよう
なものであり，電子レンジで加温しても 100℃は
食品と容器
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第２表

がある。１本の巻取りを繰

現在の各種包装形態及び材料

り出して，真ん中で半分に
折り，両サイドの端を合わ
せてヒートシールして筒状
を作り，任意の長さで流れ
方向の端をヒートシールす
る方法（第４図 例：ピロ
ー包装）と２本の巻取りを
使用して内面同士を合わせ
て両サイドをヒートシール
し，流れ方向の端をシール
する方法（第５図 例：四
方シール）がある。
この２つの方法が基本である。パウチ以外の軟
包装として，深絞り包装，スキンパックがある。
スキンパックは，日本ではあまり注目されていな
いが，欧州では，スキンパックは，①内容物が固
定できる，②空気が追い出せるので酸化しにくい
などの理由があり，バリアー性フィルムが使用さ
れ，底材は，PE をラミネートした板紙が使用さ
れている。使用後は PE を剥離し分別回収に回す

第４図

例：ピロー包装

第５図

とのことである。肉類，カットチーズ類の包装に

例：四方シール

利用されている（第６図）。

●２．軟包装の形態●
どのような包装形態があるか図示し説明する。
軟包装は包装形態の開発が重要である。既存の包
装形態を使用することが包装設計の使命ではない。
新しい使い勝手のよい軟包装の開発が必要である。
はく

包装は密封体であり，各種のフィルム，アルミ箔，
紙，不織布をラミネーション（lamination）した
包装材料を使用し密封構造を作る。多くの場合，
ラミネーションされた包装材料の内面は，ポリエ

２- １

ピロー包装 pillow package，center
seal package

パウチには表面と裏面があり，表面に商品名，
グラフィックデザイン，キャッチコピーなどが印
刷されている。裏面の中央部にセンターシール部

チレン（PE，LLDPE，EVA，アイオノマー），ポ

が来るが，機械によっては，記載事項，デザイン，

リ プ ロ ピ レ ン（CPP:cast polypropylene） な ど
のオレフィン系樹脂がラミネーションされており，
製袋機あるいは製袋充填機で食品など内容物を充

バーコードの読み取りから，左右に少しずらして
シールすることもできる。ずらせる限界は機械メ
ーカーの機種により異なるので，包装設計する場

填してヒートシールし密封構造体を作る。密封体
は，いわゆるパウチ，stand-up pouch，バッグ，
小袋，スティック包装などと呼び分けられている

合は確認が必要である（第７図）。
最近は，消費者が購入時に賞味期限を気にする
ので，表面に印字される事例が増えている。第８

（第２表）。

図に示す印字する場合は，包材表面の印字適性を

パウチを作る方法は，大きく分けて２つの方法
食品と容器

理 解 の た め の キ ー ワ ー ド： ラ ミ ネ ー シ ョ ン
（lamination）
，ガゼット（ガセット）包装，三方シー
ル包装，四方シール包装，スティック包装，Stand up
Pouch（自立袋），深絞り包装，ラミチューブ，スキン
パック，ブリスター包装，PTP

考慮しなければならないので，包装設計時に印字
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場所及び印字のインキタイプを確認
しなければならない。これも軟包装
の設計に入る。パウチ表面に直接レ
ーザマーカやインクジェットプリン
タで印字する。製造履歴，工程管理，
自動識別など製造に関わる様々な情
報を記録しトレーサビリティにして
いる。製品不良の場合，原因の特定
が短時間ででき，不具合品の回収量
も最低限に抑えられる。包装材料の
製造についても同じことで，ロット

第６図

管理，いつ，何号機で，どのような原反を使用し，

スキンパックの利用

どのような条件で製造したかが，即座に追跡でき
る製造体制確立が必要である。食品包装の場合，
充填後に汚れをアルコールで拭き取る場合がある
ので，耐アルコール性の印字インキを使用する。
最近は，偽造あるいはいたずら防止のために，表
面フィルムの裏側に文字や絵柄を印刷するときに
レーザーに反応して黒色に変化する材料を使用し

第７図

ている場合もある。アルコールなどの溶剤では拭

ピロー包装形態

き取れないので日付の変更やいたずらが防止でき
る。このような技術開発も軟包装の仕事であり，
包装設計のときに検討する事項である。（写真９）
日付の印字ミスも多く回収対象であり，製品ロス
につながる。現場のオペレーターの思い込みであ
る。日付や製造番号を文字認識カメラ，OCR，
で確認することが必要である。
ピロー包装は包装形態の基本であり，フラット
な包装材料をパウチするために幅の半分に折り曲
げ，両端でヒートシールして円筒形の筒状の形状

第８図

にする。ここから，ピロー包装，スティック包装，

表面に賞味期限示

第９図

レーザー印字

ガセット包装（gusset，ガゼット），やや変形だ

外のスナック包装も窒素ガス充填包装では合掌貼

が stand-up pouch などの形態が作られる。

りが採用されてきている。

２- ２

ピロー包装の種類

合掌貼りピロー包装の弱点部は，センターシー

ピロー包装には，センターシール部のシール方

ル部とパウチの上下の横シール部の重なりの部分

法によって①合掌貼りと②封筒貼りの２つのシー

にヒートシールされていない貫通部が生じやすい

ル形状がある。日本は圧倒的に合掌貼りであるが，

ことである。ピンホールチェック液で確認してい

封筒貼りの方が若干包装材料の面積が少なくて済

る。具体的な解決方法は，包材の場合は内面のシ

み，海外では，封筒貼りが多く見受けられる。し

ール層の溶融時の流れ性を改良することであり，

かし，封筒貼りはセンターシールのシール強度確

実績にあるグレードが使用されている。ピロー包

保が難しく，合掌貼りの方が，HS 強度も強く海

装機の場合は，シール型や温度条件の管理が必要

食品と容器
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理解のためのキーワード：ピロー包装，
トレーサビリティ，偽造防止，いたずら防止，
レーザーに反応，合掌貼り，封筒貼り，ピ
ンホールチェック液，滑り性，低温シール，
ホットタック性，帯電防止，温度センサー

第 10 図

シール部の貫通１）

第 12 図 シールバーのパターンの例
（公開特許 2005-112408）

２- ２- １

ヒートシール（Heat Seal）の幅

HS の幅は，昔から 10mm が多いが，現在では，
７mm，５mm の製品も見られる。これは，昔，
パウチの破袋を防ぐため，ある程度シール幅があ
れば途中で圧が無くなり，シール部が 10mm の
幅で剥離することも少なく，安全であるとの考え
もあった。40 年も昔は，HS 部の内側に HS 時に
た

PE の樹脂溜 まりを作り，HS 強度の補強の役目
もしていた。現在でも手作業で行ったとみられる
HS は，HS 温度と圧が高く，PE が HS 部からは
み出している製品を見ることがある。現在は，樹
脂溜まりは易開封のためには作らない方がよい。
ノッチや易開封の工夫で HS 部に傷をつけている
場合でも，この樹脂溜まりの箇所で開封時に抵抗
にあい，更に力を入れないと切れない場合がある。
第 11 図

一般に，シールバーのフィルムに接する面は，

ピロー包装と包装フィルムの性能２）

平面，縦目，横目，碁盤目などの溝を有している

である。包装材料の品温は，加工工程の作業場の
温度が通年同じようにコントロールされていても，

（第 12 図）。

医薬品の PTP の場合は，シール抜けを防止す

るため，独特の構造の熱板である。

冬場は巻取りの温度はかなり下がっており，夏と
冬で同じ HS 温度設定では , 冬場に HS 不良を起

次号

こす場合がある。冬場は事前に加工場所に巻取り
を保存して巻取りの品温を上げて製袋作業あるは

出

充填シール作業をしなければならない。もし，こ

No. ２につづく

典

１）図10機械図：公開特許2012-240712
２）図11機械図：サンコー商事資料

れを実施しない場合は，加熱ヒーターバーの表面
に温度センサーをつけて包材の HS 温度を保つよ

うにしなければならない（第 10 図）（第 11 図）。
食品と容器
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