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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐熱性を有する基材層と、ヒートシール可能なシール層とを備える２層以上の積層フィ
ルムにより構成されると共に、ヒートシールにより前記シール層同士が接合されて横シー
ル部が形成された易開封性のピロー包装体を具備し、
　前記シール層は、層間で剥離可能な共押出し層からなり、当該共押出し層は、ポリプロ
ピレンを主体とし前記基材層側に配置されるサポート層と、ポリプロピレン及びポリエチ
レンからなる樹脂組成物を主体とし前記積層フィルムの最内層に配置される剥離層と、を
含む多層を形成しているものであり、
　前記積層フィルムには、前記ピロー包装体から内容物を取出すための開口領域を形成す
るように切り込み線が設けられ、
　前記積層フィルムと剥離可能な蓋材が、前記開口領域を覆うように、前記積層フィルム
の表面に粘着されており、
　前記蓋材を剥離することよって、前記積層フィルムを前記開口領域から引き裂き、前記
開口領域から前記横シール部にかけて連続した開口部が形成されるように、前記積層フィ
ルムの引き裂きをガイドする引き裂き誘導手段が形成されており、
　前記横シール部におけるシール強度は、４Ｎ／１５ｍｍ以上７Ｎ／１５ｍｍ以下である
易開封性包装体。
【請求項２】
　前記サポート層のポリプロピレンがホモポリマーであり、前記剥離層のポリプロピレン
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がランダムポリマーである請求項１記載の易開封性包装体。
【請求項３】
　前記引き裂き誘導手段は、前記積層フィルムを構成する延伸フィルムの延伸方向を、前
記引き裂き方向とすることにより形成されているものである請求項１又は２記載の易開封
性包装体。
【請求項４】
　前記横シール部が、シール幅２ｍｍ以上の面シールである請求項１から３いずれか記載
の易開封性包装体。
【請求項５】
　前記内容物はウェットティッシュであり、
　前記ピロー包装体を収容する外装容器を更に備える請求項１から４いずれか記載の易開
封性包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収容する内容物が取り出し易い包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スナック菓子などに多く用いられるピロー包装袋の開封手段としては、包装体の縦シー
ルの部分とその反対面とを指で摘んで、横シール部と垂直方向に引っ張り、横シール部全
体を剥がすようにして開封することが通常行われている。また、周縁シール部に、いわゆ
るＩノッチやＶノッチなどの切込みを形成して開封性を向上させることも広く行われてい
る。
【０００３】
　一方、例えば、ゼリー容器の蓋材などの易開封性手段としては、シール層（シーラント
層）としてイージーピールフィルムを用いる手法が広く行われていたが、近年、このイー
ジーピールフィルムをピロー包装などのフィルム包装体にも適用し、いわゆる「面々シー
ル」の状態で、フィルム包装体のヒートシール部に易開封性を持たせることが検討されて
いる。
【０００４】
　この場合、フィルム包装体においては、開封箇所を含めた全シール部が易開封シールと
なるので、容器の蓋材に比べて高度なシール強度の管理が必要となる。例えば、フィルム
包装体は剛性容器に比べて内外圧によって変形し易く、包装、流通、保管時に破袋が生じ
易いので、シール部の耐圧性の要求レベルも高い。また、例えば、内容物がウエットティ
ッシュ等の場合には、未開封時には長期保管時の乾燥を防ぐ必要があり高度な防湿性が要
求される。また、開封後も内容物を一度に使い切らない場合があるので、必要な開封箇所
以外のシール性は開封後もある程度維持されている必要がある。このように、フィルム包
装体の面々シールにおいては、適度な易開封性と密封性という、本来、相反する性能が容
器の蓋材に比べてより高度に要求され、周縁シール部の強度をより厳密に制御する必要が
ある。
【０００５】
　シール層のイージーピールの機構としては、凝集剥離、層間剥離、界面剥離によるもの
があるが、フィルム包装体の面々シールにおいては、上記のように安定したシール強度が
求められることから、従来は、一般的にシール安定性に優れると言われている凝集剥離タ
イプのシーラントが主に用いられている。
【０００６】
　このような凝集破壊タイプのシーラントとして、例えば、下記の特許文献１には、フィ
ルム基材上に、ポリオレフィン系樹脂あるいはポリオレフィン共重合体樹脂からなる層（
第１層）、ポリプロピレン系樹脂（樹脂Ａ）、ポリスチレン樹脂（樹脂Ｂ）、ポリプロピ
レンにポリスチレンがグラフトされた構造を持つグラフトポリマー（樹脂Ｃ）で構成され
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る樹脂組成物からなる層（第２層）の順で積層した構成が開示されており、第２層として
用いた樹脂組成物が、ポリプロピレン系樹脂を用いた被着体とのシールにおいて、凝集破
壊による易開封性を示すシーラント材として用いることが開示されている。
【０００７】
　一方、例えば、携帯用のウエットティッシュなどの水分を含んだ内容物を収容する包装
体においては、携帯に便利なように小型でありながら、内容物を取り出し易くするという
要求性能もある。このような包装体として、例えば、下記の特許文献２には、袋本体に切
れ目を形成して開口部を形成し、その上から、接着剤を介して剥離可能な蓋部材を設けた
、化粧用繊維素材等の封入袋が記載されており、開口部を有し、かつ、その開口部の再封
止ができるフィルム包装体が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－３６１７９８号公報
【特許文献２】実開昭５９－９９９７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の特許文献１のような、従来の凝集剥離によるシール層においては、フィルム包装
体の面々シールにおけるシール安定性が未だ不充分であった。特に、耐熱性に優れ、フィ
ルムのコシが強く、高速充填包装が可能なポリプロピレン系のイージーピールシーラント
の場合、凝集剥離タイプでは適度な易開封性が得られるシール条件の幅が非常に狭く、シ
ール条件が弱過ぎて密封性が不充分となるか、又は、シール条件が強過ぎて易開封性が不
充分となる場合が多いという問題がある。
【０００９】
　一方、特許文献２に示すような包装体３００の場合、形成できる開口部の大きさに限度
があるので、内容物が取り出し難いという問題がある。特に、携帯用ウエットティッシュ
のように、携帯に便利なように包装体を小型化したい場合には、開口面積を大きくするに
も限度があるため、このような問題が顕著となる。
【００１０】
　本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、フィルム包装
体の面々シールにおいて、凝集破壊タイプのシーラントよりシール安定性に優れ、易開封
性と密封性とを両立できる包装体を提供することにある。また、そのような面々シールを
用いて、包装体からの内容物の取り出し用の開口面積が大きくできる包装体を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　より具体的には、本発明は、以下の構成からなる易開封性包装体を提供する。
【００１２】
　（１）　耐熱性を有する基材層と、ヒートシール可能なシール層とを備える２層以上の
積層フィルムからなり、前記シール層同士をヒートシールしてなる包装体であって、前記
シール層は層間で剥離可能な共押出し層からなり、当該共押出し層は、ポリプロピレンを
主体とし前記基材層側に配置されるサポート層と、ポリプロピレン及びポリエチレンから
なる樹脂組成物を主体とし前記積層フィルムの最内層に配置される剥離層と、を含む多層
を形成しているものである易開封性包装体。
【００１３】
　本発明の易開封性包装体によれば、易開封性をもたらすシール層として、ポリプロピレ
ン系の層間で剥離可能な共押出し層を用いたので、剥離時には、最内層の剥離層のみが層
間剥離する。これにより、フィルム包装体の面々シールにおいて、従来より安定したシー
ル強度を得ることができ、より幅広いシール条件（温度、圧力、時間）で易開封性と密封
性とを両立できる。
【００１４】
　なお、耐熱性を有する「基材層」とは、ヒートシール時に最外層となり、ヒートシール
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温度より高い耐熱性を有する層であり、例えば、延伸ポリエステル、延伸ポリアミド、延
伸ポリプロピレンなどを一軸又は二軸に延伸配向させたフィルムが挙げられる。また、ヒ
ートシール可能な「シール層」とは、ヒートシール時に最内層となり、ヒートシール温度
以下で熱溶着可能な層である。また、共押出し層における「サポート層」とは、ヒートシ
ール部を剥離した際に基材層側に残る層であり、共押出し層における「剥離層」とは、ヒ
ートシール部を剥離した際に前記サポート層から離れて剥離される層である。
【００１５】
　（２）前記サポート層のポリプロピレンがホモポリマーであり、前記剥離層のポリプロ
ピレンがランダムポリマーである（１）記載の易開封性包装体。
【００１６】
　この態様によれば、サポート層のポリプロピレンを、結晶性の高いホモポリマーとする
ことで、ポリプロピレンが本来有するフィルムのコシを得ることができ、高速充填に適す
ることができる。更に、剥離層のポリプロピレンを結晶性の低いランダムポリマーするこ
とで、サポート層と剥離層との相溶性を適度に調節し、層間剥離による易開封性、すなわ
ち適度な層間接着強度を得ることができる。また、剥離層のポリプロピレンがエチレンを
含むランダムポリマーであることによって、剥離層の他の成分であるポリエチレンとの相
溶性が増すので、剥離層を均一にすることができ、剥離層が凝集破壊するのを防止できる
。
【００１７】
　なお、プロピレンのホモポリマーとは、プロピレンの単独重合体である。また、プロピ
レンのランダムポリマーとは、エチレンや１－プテンなどの共重合モノマーがプロピレン
連鎖中にランダムに取り込まれているポリマーである。
【００１８】
　（３）前記積層フィルムのシール強度が４Ｎ／１５ｍｍ以上７Ｎ／１５ｍｍ以下である
（１）又（２）記載の易開封性包装体。
【００１９】
　この態様によれば、シール強度を４Ｎ／１５ｍｍ以上とすることで、充分な密封性を得
ることができ、フィルム包装体の製造、流通、保管時の破袋を防止できる。また、例えば
内容物がウエットティッシュなどの場合にも防湿性を維持して内容物の乾燥を防ぐことが
できる。また、シール強度を７Ｎ／１５ｍｍ以下とすることで、適度な易開封性を付与す
ることができる。
【００２０】
　なお、上記のシール強度は、例えば、シール時間０．５秒、シール圧０．９８ＭＰａ／
ｃｍ２、試験片の引張速度３００ｍｍ／分の条件下での測定値であり、上記範囲のシール
強度は、シール温度１４０から１６０℃の広い範囲で得られる。なお、シール機としては
特に限定されないが、例えば、テストシーラーＴＰ－７０１－Ｃ（商品名：テスター産業
株式会社製）のような公知のヒートシール試験機が使用できる。
【００２１】
　（４）前記包装体がピロー包装体である（１）から（３）いずれか記載の易開封性包装
体。
【００２２】
　通常、ピロー包装体はノッチなどの開封のきっかけがないと開封が困難であるが、この
点、本発明においてはノッチが不要で簡単に手で開封することができる。
【００２３】
　（５）前記ヒートシールによって、前記ピロー包装体に上下の横シール部及び縦シール
部が形成されており、前記積層フィルムには、前記ピロー包装体から内容物を取出すため
の開口領域を形成するように切り込み線が設けられ、前記積層フィルムと剥離可能な蓋材
が、前記開口領域を覆うように、前記積層フィルムの表面に粘着されており、前記蓋材を
剥離することよって、前記積層フィルムを前記開口領域から引き裂き、前記開口領域から
前記横シール部にかけて連続した開口部が形成されるように、前記積層フィルムの引き裂
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きをガイドする引き裂き誘導手段が形成されている（４）記載の易開封性包装体。
【００２４】
　この態様によれば、蓋材を剥離すると、蓋材の裏面の粘着剤によって開口領域が切込み
線に沿って切り離されて持ち上げられ、蓋材と一体となって離れる。これによって、切込
み線が囲む領域は、開口部となり、内容物の取出口が形成される。そして、更に、引き裂
き誘導手段に沿って開口領域からの引き裂きを続けると、開口領域から横シール部にかけ
て連続した開口部が形成され、更に、横シール部は易開封性を有しているので、引き裂き
部をそのまま取り去ることができる。よって、ピロー包装体においても大きな開口面積を
得ることができ、内容物を容易に取り出すことができ利便性が向上する。
【００２５】
　なお、切込み線によって形成される「開口領域」は、開封時において、内容物の取出し
が可能な開口部を形成するものである。このため、切込み線は、開封のきっかけとなるよ
うな形状、例えばコの字状のように閉じていないものであることが好ましい。また、切込
み線は連続線であってもよく、ミシン目であってもよい。
【００２６】
　「引き裂き誘導手段」としては、後述する延伸フィルムを用いることの他、例えば、積
層フィルムの少なくとも一部の層に連続線又はミシン目を形成してもよい。この場合、積
層フィルムを貫通するように形成されていてもよく、積層フィルムの厚さ方向に対して非
貫通となるように切れ目線を形成する、いわゆる「ハーフカット」の状態で形成してもよ
い。
【００２７】
　（６）前記引き裂き誘導手段は、前記積層フィルムを構成する延伸フィルムの延伸方向
を、前記引き裂き方向とすることにより形成されているものである（５）記載の易開封性
包装体。
【００２８】
　この態様によれば、積層フィルムの一部として延伸フィルムを用いればよいので、引き
裂き誘導手段を別途物理的に形成する工程が不要となる。なお、延伸フィルムとしては、
配向性の高い一軸又は二軸延伸フィルムが好ましく、いわゆる易引き裂き性（直線カット
性）の一軸延伸フィルムがより好ましい。このようなフィルムは従来公知であり、市販品
を適宜使用できる。
【００２９】
　（７）前記包装体に収容される内容物が携帯用のウエットティッシュである（１）から
（６）いずれか記載の易開封性包装体。
【００３０】
　この態様によれば、携帯用のウエットティッシュは、通常ピロー包装体に収容されてお
り、そこから簡単にウエットティッシュを取り出す必要があり、また、小型の包装体であ
るので、特に大きな開口部が必要である。この点、本発明の易開封性包装体のうち、特に
上記の（５）又は（６）の包装体であれば大きな開口部を形成でき、容易にウエットティ
ッシュを取り出すことができる。また、密封性も充分であるので、内容物の乾燥を防止し
て長期の流通保存にも耐え得る包装体を提供できる。
【００３１】
　（８）前記横シール部が、シール幅２ｍｍ以上の面シールである（７）記載の易開封性
包装体。
【００３２】
　この態様によれば、上記の携帯用ウエットティッシュのように小型のピロー包装体の場
合には、上下シール部の幅が狭くなる。よって、確実な密封性を得るために、線シールで
はなく、シール幅２ｍｍ以上の面シールを行う場合がある。このような面シールの場合、
通常はシール強度が非常に高くなるが、本発明の易開封性包装体であれば、面シールが２
ｍｍ以上の場合であっても、シール部の易開封性を得ることができるので、大きな開口部
を簡単に形成できる。
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【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、フィルム包装体の面々シールにおいて、凝集破壊タイプのシーラント
よりシール安定性に優れ、易開封性と密封性とを両立できる包装体を提供できる。また、
これを用いて、包装体からの内容物の取り出し用の開口面積が大きくでき、携帯用ウエッ
トティッシュとなどに好適な包装体を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態の一例について、図面に基づいて説明する。なお、以下の実施
形態の説明においては、同一の構成要件については同一符号を付し、その説明は省略もし
くは簡略化する。
【００３５】
＜易開封性包装体の全体構成＞
　図１から図３は、本発明の易開封性包装体の実施形態の一例を示す図であり、図１は易
開封性包装体の概略を示す斜視図、図２は図１における積層フィルムの拡大断面図、図３
は図１のＡ－Ａ’断面図における横シール部付近の拡大図である。
【００３６】
　図１に示すように、この包装体１００は、軟包装材料からなる積層フィルム１１０で構
成されたピロー包装体である。図１における１３１、１３２は、それぞれ上下の横シール
部であり、図１の背面側の中央部には図示しない縦シール（背シール）部がある。
【００３７】
　包装体１００の積層フィルム１１０の上面側には、図１に示すように、コの字状に切込
み線１１１が形成されている。そして、このコの字状の切込み線１１１によって、コの字
の内側に開口領域１５０が設けられる。この開口領域１５０は、後に蓋材１２０の剥離に
よって切り起こされる部分になる。そして、開口領域１５０を覆うように、舌片部１２１
を有する蓋材１２０が粘着されている。蓋材１２０の下面側の舌片部１２１を除く部分に
は、図示しない粘着剤層が設けられている。そして、この粘着剤層を介して、積層フィル
ム１１０と蓋材１２０とが剥離可能に粘着されている。ここで「粘着」とは、再剥離およ
び再封止が可能な状態をいう。
【００３８】
　積層フィルム１１０の上面における切込み線１１１のコの字の両終点の延長上には、そ
こから横シール部１３２にかけて続く、２本の平行な引き裂き誘導手段１６０が設けられ
ている。この実施形態においては、引き裂き誘導手段１６０は仮想線として記載されてお
り、実際には、積層フィルム１１０を構成する延伸フィルムの延伸方向が、仮想線の方向
に一致しており、この延伸フィルムの配向が引き裂き誘導手段１６０となっている。
【００３９】
＜積層フィルムの構成＞
　包装体１００を構成する積層フィルム１１０としては、基材層とシール層とを有する積
層フィルムが用いられる。図２には、積層フィルム１１０の構成の一例が示されている。
この積層フィルム１１０は、外層から順に、基材層Ａ／中間層Ｂ／シール層Ｃの順に接着
剤を介してドライラミネート法により積層されている。
【００４０】
　シール層Ｃは、更に中間層Ｂ側に配置されるサポート層Ｃ１と、最内面に配置される剥
離層Ｃ２とからなる共押出しフィルムになっている。そして、図３に示すように、包装体
１００の横シール部１３２においては、ヒートシールによって、２枚の積層フィルム１１
０が熱溶着されている。すなわち、対向する最内層の剥離層Ｃ２同士は溶着によって接合
面が消えて一体となっている。
【００４１】
　積層フィルム１１０の構成としては、従来公知の構成を用いることができ特に限定され
ない。例えば、それぞれ外層側から順に、基材層／シール層の２層構成、基材層／中間層
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／シール層の３層構成、基材層／第１中間層／第２中間層／シール層の４層構成、などが
例示できる。積層方法は接着剤を介して積層するドライラミネート法であってもよく、ポ
リエチレンやポリプロピレンによる押し出しコートによって積層してもよい。
【００４２】
＜基材層Ａ及び中間層Ｂ＞
　基材層Ａ（最外層）としては、延伸ポリエステル、延伸ポリアミド、延伸ポリプロピレ
ン等の公知の延伸フィルムが例示できる。また、中間層Ｂとしては、前記の延伸フィルム
の他、紙、不織布、アルミ箔などのバリア層、などを適宜組み合わせることができる。延
伸フィルムの延伸は、一軸延伸でもよく、二軸延伸でもよい。
【００４３】
＜シール層Ｃ＞
　本発明においては、このシール層Ｃが、層間で剥離可能な共押出し層からなり、当該共
押出し層は、基材層Ａ側に配置され、ポリプロピレンを主体とするサポート層Ｃ１と、ポ
リプロピレン及びポリエチレンからなる樹脂組成物を主体とし前記積層フィルムの最内層
に配置される剥離層Ｃ２と、を含む多層を形成していることを特徴としている。
【００４４】
　シール層Ｃ全体は、層間で剥離可能な共押出し層からなる。シール層Ｃの厚さは２５μ
ｍから４０μｍであることが好ましい。
【００４５】
　サポート層Ｃ１は、ポリプロピレンを主体とし、好ましくはホモポリマーのポリプロピ
レンであることが好ましい。また、サポート層Ｃ１の厚さは、シール層Ｃ全体の８０％か
ら９０％であることが好ましく、具体的には２０から３５μｍであることが好ましい。
【００４６】
　剥離層Ｃ２は、ポリプロピレン及びポリエチレンからなる樹脂組成物を主体とし、ポリ
プロピレンとしてはランダムポリマーであることが好ましい。また、サポート層Ｃ２の厚
さは、シール層Ｃ全体の１０％から２０％であることが好ましく、具体的には５μｍから
１０μｍであることが好ましい。
【００４７】
　上記のような構成からなる、共押出し層は、共押出しコートによって形成してもよく、
共押出しフィルムを、接着剤やポリサンドラミ等によって積層してもよい。共押出しフィ
ルムとしては市販のフィルムを用いてもよい。このような層間剥離する共押出しフィルム
としては、アロマーＴＰ６（商品名：昭和電工プラスチックプロダクツ）が挙げられる。
なお、シール層Ｃは、図２のような２層構成には限定されず、３層以上の構成であっても
よい。
【００４８】
＜切込み線と開口領域＞
　切込み線１１１は、開口領域１５０を生じるように設けられていればよく、切込み線１
１１の形状や長さは特に限定されない。また、取出口となる開口領域１５０の大きさも、
包装体１００の大きさや、取り出す内容物の大きさや形状に応じて適宜選択可能である。
例えば、内容物が携帯用ウエットティッシュの場合には、開口領域１５０の大きさが５×
２０ｍｍから４０×６０ｍｍ程度であることが好ましい。
【００４９】
　また、この実施形態においては、切込み線１１１は、フィルム１１０を貫通するように
形成される連続線であるが、切込み線１１１は必ずしも連続線でなくてもよく、ミシン目
状に形成されていてもよい。
【００５０】
＜引き裂き誘導手段＞
　上記のように、この実施形態においては、引き裂き誘導手段１６０は仮想線として記載
されており、実際には、積層フィルム１１０を構成する延伸フィルムの延伸方向が、仮想
線の方向に一致しており、この延伸フィルムの配向が引き裂き誘導手段１６０となってい
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る。具体的には、例えば、図２における基材層Ａを延伸フィルムとすればよく、好ましく
は配向性の高い一軸又は二軸延伸フィルムが好ましく、なかでも、いわゆる易引き裂き性
（直線カット性）の一軸延伸フィルムがより好ましい。これらの延伸フィルムは従来公知
の市販品を使用できる。
【００５１】
　引き裂き誘導手段１６０は、上記の延伸配向に限定されず、例えば切れ目線を積層フィ
ルム１１０上に形成してもよい。この場合、切れ目線は積層フィルム１１０を貫通するよ
うに形成されていてもよく、いわゆるハーフカットの状態であってもよいが、包装体全体
の密封性を維持するためには、ハーフカットの状態であることが好ましい。なお、ハーフ
カットは、例えばレーザー光の照射や、機械的な抜き刃加工などの公知の方法によって、
例えば基材層Ａのみに形成することができる。
【００５２】
＜蓋材＞
　蓋材１２０としては、所定の剛性を有しているシート状のものが好ましく、例えばＯＰ
Ｐ２０μｍ／ＰＥＴ７０μｍの積層フィルムなどが例示できる。また、粘着剤層としては
、公知のホットメルトなどが使用できる。
【００５３】
＜作用＞
　次に、図４から図７を用いて、この包装体１００の作用について説明する。図４は、図
１において蓋材１２０を剥離開始した状態を示す斜視図であり、図５は、剥離後に引き裂
き誘導手段に沿って横シール部１３２の途中まで引き裂いた状態を示す斜視図であり、図
６は、図５におけるＡ－Ａ’線に沿った断面であって横シール部付近の拡大図であり、図
７は、引き裂き部分を取り去った状態を示す斜視図である。
【００５４】
　まず、図４に示すように、包装体１００において、蓋材１２０の舌片部１２１側から、
矢印の方向に沿って蓋材１２０を剥離する。すると、蓋材１２０の裏面側の粘着剤層によ
って開口領域１５０が粘着され、積層フィルム１１０の開口領域１５０が切込み線１１１
に沿って切り離されて持ち上げられる。これによって、積層フィルム１１０の上面に開口
部１１０ａが形成され、内容物が視認できる状態となる。
【００５５】
　次に、図５に示すように、更に蓋材１２０の剥離を続けると、コの字状の切込み線１１
１の両終端部に続いて形成される２本の平行な仮想線１６０に沿って積層フィルム１１０
が引き裂かれ、そのまま横シール部１３２に到達する。
【００５６】
　このとき、横シール部１３２において、シール層Ｃは層間剥離タイプのシール層である
ので、図６に示すように、横シール部１３２にかかったところで剥離層Ｃ２の一部（図６
における上面側の剥離層Ｃ２）が根切れ部１８０となり、ここからサポート層Ｃ１と剥離
層Ｃ２とが剥離面１７０で層間剥離する。これにより、横シール部１３２にかかった部分
の積層フィルム１１０を容易に切り取ることができ、最終的には、図７に示すように、開
口領域１５０から横シール部１３２にかけて、より大きな開口部１１０ａ’を形成するこ
とができる。
【００５７】
　横シール部１３２のシール強度としては、４Ｎ／１５ｍｍ以上７Ｎ／１５ｍｍ以下であ
ることが好ましい。シール強度が４Ｎ／１５ｍｍ未満であると、シール抜けが発生して密
封性が低下したり、流通保管時の外圧によって破袋するなどの不良品が発生するおそれが
あるので好ましくない。また、シール強度が７Ｎ／１５ｍｍを超えると、易開封性が得ら
れずに引き裂き部分が残ってしまうので好ましくない。なお、本発明の易開封性包装体に
よれば、従来の凝集剥離タイプのシール層に比べて、より広いシール条件（温度、時間、
圧力）で上記の値を得ることができる。よって、シール条件の管理が容易であり、結果と
して、シール抜けや開封困難などの不良品の発生率を大幅に低下することができる。
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　以上のように、この包装体１００は、従来より大きな開口部を形成することが可能にな
り、加えてシール部が易開封性となっているので、引き裂いた部分の積層フィルムを容易
に取り去ることができる。したがって、包装体から取り出し難い内容物、例えばウエット
ティッシュのように、包装袋と内容物との隙間の空間が少なく、摩擦も大きいために内容
物が引き出し難いものや、ネジや菓子のような小さな商品が複数収容されており、一度に
多数の収容物を取り出したい場合などの包装体として好適に用いられる。
【００５９】
　なお、包装体１００は単独でこのまま使用してもよく、包装体１００を更に外装容器に
収容してもよい。これによれば、開封後に包装体１００の開口部が露出してしまう場合で
あっても、外装容器によって再度内容物を保護することができる。
【実施例】
【００６０】
　以下、実施例及び比較例を挙げて、本発明を更に詳細に説明する。
＜実施例１＞
　以下の仕様、ＰＥＴ１２μ／インキ／接着剤／アルミ箔６μ／接着剤／イージーピール
フィルム（Ｉ）３５μ、からなる積層フィルムを製造した。
　ここで、イージーピールフィルム（Ｉ）３５μとしては、層間剥離タイプのアロマーＴ
Ｐ６（商品名：昭和電工プラスチックプロダクツ社製）を用いた。なお、アロマーＴＰ６
は、ホモポリプロピレン２８μ／（ランダムポリプロピレン＋ポリエチレン）７μからな
る共押出しフィルムである。
【００６１】
＜比較例１＞
　以下の仕様、ＰＥＴ１２μ／インキ／接着剤／アルミ箔６μ／接着剤／イージーピール
フィルム（II）３０μ、からなる積層フィルムを製造した。
　ここで、イージーピールフィルム（II）３０μとしては、凝集剥離タイプのトレファン
９１５１（商品名：東レ合成社製）を用いた。なお、トレファン９１５１は、ランダムポ
リプロピレン２４μ／（ポリプロピレン＋ポリエチレン）６μからなる共押出しフィルム
である。
【００６２】
＜比較例２＞
　以下の仕様、ＰＥＴ１２μ／インキ（パターン離型ニス）／接着剤／アルミ箔６μ／接
着剤／ＣＰＰ３０μ、からなる積層フィルムを製造した。
【００６３】
＜比較例３＞
　以下の仕様、一軸延伸ＯＰＰ２０μ／インキ／接着剤／アルミ箔６μ／接着剤／イージ
ーピールフィルム（III）３０μ、からなる積層フィルムを製造した。
　ここで、イージーピールフィルム（III）３０μは、凝集剥離タイプであり、ポリエチ
レン２５μ／エチレンコポリマー５μからなるフィルムである。
【００６４】
＜試験例１＞
　実施例１、比較例１、２の積層フィルムについて、シール時間０．５秒、シール圧０．
９８ＭＰａ／ｃｍ２、試験片の引張速度３００ｍｍ／分、シール温度１００℃から１７０
℃の条件でヒートシールし、そのシール強度を９０度Ｔ字剥離で測定した。その結果を表
１、図８に示す。なお、表１中の数値単位はＮ／１５ｍｍである。なお、ヒートシール試
験機シール機としてはテストシーラーＴＰ－７０１－Ｃ（商品名：テスター産業株式会社
製）を用いて測定した。
【００６５】
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【表１】

【００６６】
　表１、図８の結果より、層間剥離タイプのイージーピールフィルムを用いた実施例１に
おいては、シール温度１４０℃から１６０℃の間でシール強度が４Ｎ／１５ｍｍ以上７Ｎ
／１５ｍｍ以下となっており、易開封性と密封性を同時に達成できるシール強度（４Ｎ／
１５ｍｍ以上７Ｎ／１５ｍｍ以下）を達成できるシール温度の範囲が約２０℃と広いこと
がわかる。
【００６７】
　一方、凝集剥離タイプのイージーピールフィルムを用いた比較例１においては、シール
温度１４０℃におけるシール強度が４Ｎ／１５ｍｍ未満と低く、密封性が不充分である。
また、シール温度１６０℃におけるシール強度が７Ｎ／１５ｍｍを超えており易開封性が
不充分であり、易開封性と密封性を同時に達成できるシール強度を達成できるシール温度
の範囲が１５０℃のみであって実施例１より狭いことがわかる。また、パターン離型ニス
を用いた比較例２（インキ層で剥離させる構成）においては、１２０℃におけるシール強
度が既に７Ｎ／１５ｍｍを超えており、また、剥離状態もＣＰＰの根切れが発生しておら
ず、易開封性が得られなかった。
【００６８】
＜試験例２＞
　実施例１、比較例１、３の積層フィルムを用いてピロー包装体を作成し、横シール部の
シール強度の測定、手で剥離した場合の手感、剥離状態について評価した。その結果をま
とめて表２（実施例１）、表３（比較例１）に示す。
【００６９】
　なお、ピロー包装体はガセット形態であり、縦１０４ｍｍ×横４２ｍｍ（横ガセット部
の耳を伸ばした状態）×高さ１８．５ｍｍ、縦シール部のシール幅８ｍｍ、上下の横シー
ル部のシール幅５ｍｍ（面シール）となるように作成し、試験片のサンプリングは、図９
に示すように袋上面の横シール部に１０ｍｍ幅の帯状にスリットを設け、試験片１１２、
１１３についてそれぞれ評価した。なお、試験片１１２は、図９に示すように縦シール１
９０が倒れていない側（横シールは上下の積層フィルム２枚の状態で行われる）でサンプ
リングし、試験片１１３は、縦シール１４０が倒れた側（横シールは上下の積層フィルム
２枚＋縦シール部の状態で行われる）の２箇所でサンプリングした。そして、左右の試験
片１１２、１１３のうち、高い数値のほうをシール強度とした。なお、数値はｎ＝４の平
均である。
【００７０】
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【表２】

【００７１】

【表３】

【００７２】
　表２、表３の結果より、層間剥離タイプのイージーピールフィルムを用いた実施例１に
おいては、シール温度１２０℃から１５０℃という広い範囲で、手感が良好であり、剥離
状態も安定しており、かつ、シール不良や破断も認められなかった。
【００７３】
　これに対して、凝集剥離タイプのイージーピールフィルムを用いた比較例１においては
、１２０℃以下ではシール強度が不充分であり、一方、１３０℃以上では手感が不良で良
好な易開封性が得られなかった。また、同じく凝集剥離タイプのイージーピールフィルム
を用いた比較例３においては、手で剥離した場合の手感は良好であったが、いずれのシー
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【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は、収容する内容物が取り出しやすい易開封性の包装体、例えば、携帯用ウエッ
トティッシュ用の包装体として好適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の包装体の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１における積層フィルムの拡大断面図である。
【図３】図１におけるＸ－Ｘ’線に沿った断面図であって、横シール部付近の拡大図であ
る。
【図４】図１において蓋材を剥離した状態を示す斜視図である。
【図５】図４において更に横シール部の途中まで積層フィルムを引き裂いた状態を示す斜
視図である。
【図６】図５におけるＸ－Ｘ’線に沿った断面図であって、横シール部付近の拡大図であ
る。
【図７】図５において引き裂き部分を取り除いた状態を示す斜視図である。
【図８】実施例における、試験例１のシール強度の測定結果を示す図表である。
【図９】実施例における、試験例２のサンプリング方法を示す図表である。
【符号の説明】
【００７６】
１００　包装体
１１０　積層フィルム
１１０ａ、１１０ａ’　開口部
１１１　切込み線
１１２、１１３　試験片
１２０　蓋材
１２１　舌片部
１３１、１３２　横シール部
１４０　縦シール部
１５０　開口領域
１６０　仮想線
１７０　剥離面
１８０　根切れ部
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