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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被包装物が、包装用フィルムをヒートシールして密封包装されてなる包装品であって、
前記包装用フィルムは、包装品の外周部の少なくとも一部に、ヒートシール部を有し、
前記ヒートシール部は、シール幅の中間部に、少なくとも第一開封口と第二開封口とを有
し、
前記第一開封口は、前記ヒートシール部を引き裂いた際に、前記第一開封口から第二開封
口に及ぶが、前記被包装物が収納されている非ヒートシール部に実質的に及ばない、第一
引き裂き部を形成し、
前記第一開封口は、前記第一引き裂き部が前記第二開封口に向けて方向付けられる形状で
あり、
前記第二開封口は、前記ヒートシール部を引き裂いた際に、前記第二開封口から前記非ヒ
ートシール部に及ぶ、第二引き裂き部を形成する、
ことを特徴とする、包装品。
【請求項２】
前記第一開封口は、
略Ｖ字形、略Ｕ字形、略Ｉ字形、若しくは略Ｘ字形の切れ目、
略三角形、略矩形、若しくは略水滴形の打ち抜き穴、または
略Ｉ字形の切れ目と略円形打ち抜き穴の組み合わせ、若しくは略Ｖ字形の切れ目とその両
端部の略円形打ち抜き穴の組み合わせである、
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請求項１記載の包装品。
【請求項３】
前記第二開封口は、前記第二引き裂き部が前記非ヒートシール部に向けて方向付けられる
形状である、請求項１または２記載の包装品。
【請求項４】
前記第一開封口のサイズが、前記第二開封口のサイズよりもより大きい、請求項１ないし
３いずれか１項に記載の包装品。
【請求項５】
請求項１ないし４いずれか１項に記載の包装品と、これを収納する容器とを備える、商業
用製品。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被包装物が、包装用フィルムをヒートシールして密封包装されてなる包装品
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、被包装物が包装用フィルムをヒートシールして密封包装されてなる包装品は、
包装品の外周部のヒートシール部の外縁に、ノッチなどの開封口が設けられることが多い
。このような開封口によって、包装品を容易に開封することができる。しかし、医薬品や
化粧品などのある種の被包装物を包装する場合、幼児などによる誤開封を防止したい場合
がある。
【０００３】
　実用新案３０７３０４９号公報（特許文献１）は、開封用のノッチを、その一端がシー
ル部の外側縁より外方に開放されないように、シール部の範囲内に設けた、誤開封防止型
包装パックを開示する。しかし、この包装パックのように、開封用のノッチを、その一端
がシール部の外側縁より外方に開放されないように、シール部の範囲内に設けただけでは
、幼児などが何気なく鉛筆などの道具を使うと簡単に開封されてしまう虞があるという問
題がある。
【特許文献１】登録実用新案公報３０７３０４９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記に鑑み、本発明は、幼児などが、何気なく鉛筆などの道具などを用いたとしても、
容易に開封しにくく、一方、大人であれば、はさみやカッターなどを必ずしも使用せずと
も、比較的容易に開封することができる包装品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
かくして、本発明は：
（１）
　被包装物が、包装用フィルムをヒートシールして密封包装されてなる包装品であって、
　前記包装用フィルムは、包装品の外周部の少なくとも一部に、ヒートシール部を有し、
　前記ヒートシール部は、シール幅の中間部に、少なくとも第一開封口と第二開封口とを
有し、
　前記第一開封口は、前記ヒートシール部を引き裂いた際に、前記第一開封口から第二開
封口に及ぶが、前記被包装物が収納されている非ヒートシール部に実質的に及ばない、第
一引き裂き部を形成し、
　前記第二開封口は、前記ヒートシール部を引き裂いた際に、前記第二開封口から前記非
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ヒートシール部に及ぶ、第二引き裂き部を形成する、
　ことを特徴とする、包装品；
（２）
前記第一開封口は、前記第一引き裂き部が前記第二開封口に向けて方向付けられる形状で
ある、（１）記載の包装品；
（３）
前記第二開封口は、前記第二引き裂き部が前記非ヒートシール部に向けて方向付けられる
形状である、（１）または（２）記載の包装品；
（４）
　前記第一開封口のサイズが、前記第二開封口のサイズよりもより大きい、（１）ないし
（３）いずれか一に記載の包装品；および
（５）
　（１）ないし（４）いずれか一に記載の包装品と、これを収納する容器とを備える、商
業用製品；
　を提供する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の包装品は、ヒートシール部のシール幅の中間部における開封口が、少なくとも
第一開封口と第二開封口とを有し、前記第一開封口は、前記ヒートシール部を引き裂いた
際に、前記第一開封口から第二開封口に及ぶが、前記被包装物が収納されている非ヒート
シール部に実質的に及ばない。その結果、第一開封口のみで包装品を開封することは困難
であるので、幼児などが、何気なく鉛筆などの道具などを用いたとしても、容易に開封し
にくい。
【０００７】
　一方、前記第二開封口は、前記ヒートシール部を引き裂いた際に、前記第二開封口から
前記非ヒートシール部に及ぶ、第二引き裂き部を形成する。その結果、第一開封口からヒ
ートシール部を引き裂き、第二開封口に到達し、さらに第二開封口からヒートシール部を
引き裂き、包装品を開封し、被包装物を取り出すことができるので、大人であれば、開封
に際しはさみやカッターなどは必ずしも必要とせずに、比較的容易に開封することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に本発明の実施形態を、添付図面を参照しながら説明する。
【０００９】
　図１は本発明の第一実施態様の包装品の平面図である。
【００１０】
　本包装品１１は、被包装物（図示せず）が、包装用フィルム１２をヒートシールして密
封包装されてなる。包装用フィルム１２は、包装品１１の外周部の少なくとも一部に、ヒ
ートシール部１３を有する。ヒートシール部１３は、シール幅の中間部に、第一開封口１
４と、第二開封口１５とを有する。第一開封口１４は、ヒートシール部１３を引き裂いた
際に、第一開封口１４から第二開封口１５に及ぶが、前記被包装物が収納されている非ヒ
ートシール部１７に実質的に及ばない、第一引き裂き部１６を形成する。第二開封口１５
は、ヒートシール部１３を引き裂いた際に、第二開封口１５から非ヒートシール部１７に
及ぶ、第二引き裂き部１８を形成する。
【００１１】
　包装品１１の形状としては、特に限定されないが、略円形、略三角形、略矩形、その他
の多角形などが挙げられる。余剰の包装用フィルムを生成することなく、被包装物を空間
効率よく収納する観点から、略矩形が好ましい。
【００１２】
　被包装物としては、包装の対象となる物であれば特に限定されないが、幼児などによる
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誤開封防止の要請がある観点から、医薬品、化粧品等が好ましい。なお、本明細書にいう
幼児は、おもに未就学児を意味する。
【００１３】
　包装用フィルム１２としては、ヒートシール可能なものであれば特に限定されず、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリエステルなどの樹脂フィルム、所望によりこれにアルミ
蒸着したもの、これらをラミネートしたもの、およびアルミなどをラミネートしたフィル
ムなどが挙げられる。
【００１４】
　ヒートシール部１３を形成する密封包装の方式としては、特に限定されず、三方シール
式、四方シール式、ピロー包装式などの公知の方式が挙げられる。容易な製造工程で、包
装フィルム１２が確実にヒートシールされ、被包装品の密封包装が確保される観点から、
四方シール式が好ましい。
【００１５】
　第一開封口１４および第二開封口１５はいずれも、ヒートシール部１３のシール幅の中
間部に設けられることが必要である。これらのいずれかが、ヒートシール部１３の外縁に
設けられた場合、幼児などがそのような開封口からヒートシール部１３を引き裂き、生じ
た引き裂き部が非ヒートシール部１７に到達し、幼児などが包装品１１を容易に開封する
ことを防止することができない。これらのいずれかが、ヒートシール部１３と非ヒートシ
ール部１７との境界部に設けられた場合、包装品の密封性が確保できない虞がある。した
がって、第一開封口１４および第二開封口１５はそれぞれ、シール幅の中点付近に設けら
れることが好ましい。具体的には、これらの開封口の大きさにもよるが、これらの開封口
の形状のうち最もヒートシール部１３の外縁に近い部位が、該外縁から好ましくは１ｍｍ
以上、より好ましくは２ｍｍ以上離れている。同様に、これらの開口部の最もヒートシー
ル部１３と非ヒートシール部１７との境界部に最も近い部位が、該境界部から好ましくは
１ｍｍ以上、より好ましくは２ｍｍ以上離れている。
また、第一開封口１４は、前記ヒートシール部１３を引き裂いた際に、前記第一開封口１
４から第二開封口１５に及ぶ第一引き裂き部１６を形成することが必要である。本明細書
では、そのような第一引き裂き部が第二開封口で終結する場合も、第二開封口を超えて延
在する場合も、ともに「及ぶ」という。
【００１６】
　さらに、第一開封口１４は、前記ヒートシール部１３を引き裂いた際に、前記被包装物
が収納されている非ヒートシール部１７に実質的に及ばない第一引き裂き部１６を形成す
ることが必要である。包装品１１を開封しようとする者が、ヒートシール部１３を、ある
形状を有する第一開封口１４から引き裂くと、ヒートシール部１３に、第一引き裂き部１
６が形成される。ヒートシール部１３は包装用フィルムが重なってできたものであるから
、力の強い大人が、意図的に、無理に特定の方向に引き裂く場合、任意の方向への引き裂
き部を形成することは可能であろう。しかし、包装品１１を開封しようとする者が、その
ように意図的に引き裂き部を作らない場合には、第一開封口１４の形状によって、ほぼ特
定の方向に第一引き裂き部１６が生成する。第一開封口１４の形状によっては、複数の第
一引き裂き部が生成することもある。例えば、図５について後述するように、第一開封口
１４がヒートシール部１３の略Ｖ字形の切れ目である場合、２つの裂け目が生成し得る。
本明細書では、これらすべてを「第一引き裂き部」と称し、これらのいずれもが、被包装
物が収納されている非ヒートシール部１７に達しない場合、このことを本明細書では、「
実質的に及ばない」という。
【００１７】
　第一引き裂き部１６が、非ヒートシール部１７に直接及ぶと、幼児などが包装品１１を
容易に開封することを防止することができない。
【００１８】
　第一開封口１６の形状は、かかる第一引き裂き部１６を形成可能である限り特に限定さ
れず、包装用フィルムにおける略Ｖ字形、略Ｕ字形、略Ｉ字形、略Ｘ字形などの各種形状
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の切れ目、および略三角形、略矩形、略水滴形などの各種形状の打ち抜き穴などが挙げら
れる。
【００１９】
　前記第一開封口１４から、第二開封口１５に及ぶ、第一引き裂き部１６を、効率的に形
成する観点から、第一開封口１４の形状は、第一引き裂き部１６が第二開封口１５に向け
て方向付けられるものであるのが好ましい。
【００２０】
　このような第一開封口１５の形状の好ましい具体例を図２～図７に示す。
【００２１】
　図２に示す、ヒートシール部２１に形成された略Ｉ字形の切れ目２２と略円形打ち抜き
穴２３とからなるもの、図３に示す、ヒートシール部３１に形成された略Ｖ字形３２の切
れ目とその両端部の略円形打ち抜き穴３３とからなるもの、図４に示す、ヒートシール部
４１に形成された略水滴形の打ち抜き穴４２からなるもの、図５に示す、ヒートシール部
５１に形成された略Ｖ字形の切れ目５２からなるもの、図６に示す、ヒートシール部６１
に形成された略Ｖ字形の切れ目６２からなるもの、および図７に示す、ヒートシール部７
１に形成された略Ｘ字形の切れ目７２からなるもの、などが挙げられる。
【００２２】
　代表例として図２の場合について詳しく述べると、包装品を開封しようとする者は、略
Ｉ字形の切れ目２２の両側のヒートシール部２１の一方を一方の手で、他方を他方の手で
保持し、ヒートシール部を引き裂くことを試みる。この場合、略円形打ち抜き穴２３は、
略Ｉ字形切れ目２２が拡張し、ヒートシール部２１が引き裂かれることを阻害するため、
引き裂き部は、前記略円形打ち抜き穴２３と反対側へ、略Ｉ字形切れ目２２を延長するよ
うに生成する（この図の場合は、破線に沿って生成する。）。結果的に、引き裂き部は、
ほぼ一定方向に方向付けられる。当該方向には第二開封口が位置する。なお、ヒートシー
ル部２１が引き裂かれることを阻害する限り、前記略円形の打ち抜き穴２３に換えて、任
意の形状の打ち抜き穴、例えば鈍角のみからなる多角形など適宜の形状の打ち抜き穴が利
用可能である。また、幼児が鉛筆などの道具を打ち抜き穴に挿入することで、誤開封しに
くいように、あまり大きい打ち抜き穴は好ましくない。
【００２３】
　同様に、図３ないし図７の場合も、引き裂き部はそれぞれ破線に沿って生成する。
【００２４】
　第一引き裂き部１６が、確実に第二引き裂き部１５に及ぶためには、包装用フィルム１
２自体が、第一開封口１４と第二開封口１５を結ぶ直線に沿って、引き裂き易い性質を有
することが好ましい。このような手段としては、一軸延伸フィルムを包装用フィルム１２
として採用することが挙げられる。
【００２５】
　以上のような第一開封口の構成とすることで、幼児などが、何気なく鉛筆などの道具な
どを用いたとしても、容易に開封しにくく、大人は、次に述べる第二開封口を経由するこ
とで、比較的容易に開封することができる。
【００２６】
　再び図１を参照する。第二開封口１５は、前記ヒートシール部１３を引き裂いた際に、
前記第二開封口１５から、前記被包装物が収納されている非ヒートシール部１７に及ぶ第
二引き裂き部１８を形成することが必要である。
【００２７】
　第二開封口１５の形状は、第一開封口１４について前述した形状と同様のものから独立
的に選択することができる。
【００２８】
　前記第二開封口１５から非ヒートシール部１７に及ぶ第二引き裂き部１８を、効率的に
形成する観点からは、第二開封口１５の形状は、非ヒートシール部１７に向けて方向付け
られるものであるのが好ましい。
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【００２９】
　幼児などが、包装品１１を、第二開封口１５から直接開封することを効率的に防止する
観点からは、第二開封口１５が、第一開封口１４よりもより目立つ構成ではないことが好
ましい。第二開封口１５が、包装品１１を開封しようとする者にとって第一開封口１４よ
りも、より目立たないために、第二開封口１５の形状は、ヒートシール部１３の切れ目の
みからなることが好ましい。図２ないし図４に示すような、打ち抜き穴を伴う形状は、幼
児などがそこに鉛筆などを挿入して開封しようと試みることを効率的に防止できない虞が
あり好ましくない。このような切れ目の形状としては、第一開封口１４についてと同様に
、略Ｉ字形、略Ｖ字形、略Ｕ字形、略Ｘ字形が挙げられる。
【００３０】
　より好ましくは、包装品１１を開封しようとする者が、第二開封口１５から開封するこ
とを防止し、第一開封口１４から開封操作を開始することをわかりやすくする観点から、
第一開封口１４のほうが、第二開封口１５よりもより目立つ構成にすることができる。
【００３１】
　このような手段としては、例えば第一開封口１４のサイズを、第二開封口１５のそれよ
りも大きくすることが挙げられる。本明細書にいう開封口のサイズとは、開封口の形状の
もっとも長い長さを意味するものとする。そのようなサイズは、具体的には、図２、図３
、図４、図５、図６および図７の場合、それぞれ、矢印２４、３４、４３、５３、６３お
よび７３の長さで示される。
【００３２】
　具体的には、そのような第一開封口１４のサイズおよび第二開封口のサイズは、それぞ
れ、好ましくは３～１０ｍｍおよび１～３ｍｍ、より好ましくは３～６ｍｍおよび１～２
ｍｍである。
【００３３】
　また、第一開封口をより目立つ構成とする観点から、第一開封口１４の形状は、打ち抜
き穴を伴う形状が好ましい。これらは図２、図３、および図４に例示される。
【００３４】
　その他、第一開封口１４を着色したり、その旨を包装用フィルム１２または、包装品１
１を梱包する商業用製品の容器もしくは説明書などに表示することもできる。
【００３５】
　図８Ａ～Ｆは、本発明の第二の実施態様の包装品の平面図であり（図８Ｄおよび図８Ｅ
の一部に斜視図を含む。）、これらにより開封手順を示す。
【００３６】
　図８Ａを参照すると、本包装品８１は、略矩形の形状である。包装用フィルム８２は、
包装品８１の外周部の全周に、ヒートシール部８３を有する。前記ヒートシール部８３は
、包装品８１の矩形における１頂点の近傍であってシール幅のほぼ中央に、第一開封口８
４を有する。第一開封口８４は、略Ｖ字形の切れ目と、略円形の打ち抜き穴とからなる。
【００３７】
　第二開封口８５は、略Ｖ字形の切れ目からなる。第二開封口８５は、第一開封口８４の
略Ｖ字形の頂角を二分する直線上であって、第二開封口８５の略Ｖ字形の頂角を二分する
直線が非ヒートシール部８６に及ぶ位置に設けられる。第一開封口８４は、第二開封口８
５よりも大きく、これにより包装品８１を開封しようとする者が、第一開封口８４より開
封操作を開始しやすい。
【００３８】
　包装品８１を開封しようとする者は、図８Ｂのように、指などで第一開封口８４におけ
る略Ｖ字形の頂部を図示の矢印のように持ち上げる。図８Ｃにおいて、包装品を開封しよ
うとする者は、該Ｖ字形の頂部から開封すべきであることを認識し、該略Ｖ字形の一方の
辺近傍のヒートシール部８３を一方の手で、他方の辺近傍のヒートシール部８３を他方の
手で保持し、ヒートシール部８３を図８Ｃに示す破線に沿って引き裂き、図８Ｄに示す第
一引き裂き部８７を形成する。なお、図８Ｄの場合は、第一引き裂き部８７は、第二開封
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口８５を超えて包装品の外周部まで延在するが、第一引き裂き部８７は、第二開封口８５
に到達していれば差し支えない。
【００３９】
　次に、包装品８１を開封しようとする者は、第二開封口８５から、図８Ｅに示す破線に
沿って、ヒートシール部８３を引き裂き、非ヒートシール部８６に及ぶ第二引き裂き部８
８を形成する。その結果、図８Ｆに示すように、第二引き裂き部８８から被包装物８９が
出現し、これを取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】第一実施態様の包装品の平面図である。
【図２】開封口の形状の平面図である。
【図３】開封口の形状の平面図である。
【図４】開封口の形状の平面図である。
【図５】開封口の形状の平面図である。
【図６】開封口の形状の平面図である。
【図７】開封口の形状の平面図である。
【図８Ａ】第二実施態様の包装品の平面図である。
【図８Ｂ】第二実施態様の包装品の平面図である。
【図８Ｃ】第二実施態様の包装品の平面図である。
【図８Ｄ】第二実施態様の包装品の平面図である。
【図８Ｅ】第二実施態様の包装品の平面図である。
【図８Ｆ】第二実施態様の包装品の平面図である。
【符号の説明】
【００４１】
１１　包装品
１２　包装用フィルム
１３　ヒートシール部
１４　第一開封口
１５　第二開封口
１６　第一引き裂き部
１７　非ヒートシール部
１８　第二引き裂き部
２１　ヒートシール部
２２　切れ目
２３　打ち抜き穴
２４　サイズ
３１　ヒートシール部
３２　切れ目
３３　打ち抜き穴
３４　サイズ
４１　ヒートシール部
４２　打ち抜き穴
４３　サイズ
５１　ヒートシール部
５２　切れ目
５３　サイズ
６１　ヒートシール部
６２　切れ目
６３　サイズ
７１　ヒートシール部
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７２　切れ目
７３　サイズ
８１　包装品
８２　包装用フィルム
８３　ヒートシール部
８４　第一開封口
８５　第二開封口
８６　非ヒートシール部
８７　第一引き裂き部
８８　第二引き裂き部
８９　被包装物
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