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(財団法人 すこやか食生活協会理事長)

(現同協会会長)

1.は じ め に

人々の食生活が大きく変化し,外 食の利用に加

え,加 工食品や調理ずみ食品を購入するなど,食

料消費の面で,「 食の外部化」が急速に進んでい

る。また,小 売販売の面では,セ ルフサービス方

式をとるスーパー,CVSの シエアが圧倒的に大き

くなっており,こ うした中で,日 常購入し利用す

る食料品の商品形態は,容 器や包装入りのものが

多 く,そ の種類も多様化 してきている現状にあ

る。

いうまでもなく,食 品の容器包装は,中 身の安

全性や品質保全のための役割を持っており,出 荷

や輸送過程における損傷を防ぐ意味からも,構 造

や,素 材,接 着などの面での,必 要な強度を備え

ている必要がある。

一方,購 入し利用する立場からすると,食 品の

容器包装が安全に扱えて,選 びやす く,開 けやす

く,使 いやすいという,バ リアフリーの条件が整

っていることがどうしても欠かせない。 とりわ

け,利 用する人の中には,高 齢の利用者も少なく

ない。すなわち,視 力の低下など感覚機能の衰

え,握 力の低下,手 元操作力の低下など,運 動機

能の衰えた人がかなりの割合を占めている。それ

に障害をもちハンディキャップを背負って生活す

る人,ま た,識 別力や操作力の未発達な子供達を

含めた消費者層を考えた場合,開 缶,開 封など普

通の人には何でもないことが,バ リアーになって

いるケースが少なくないのである。このような事

情を考えると,食 品の容器包装は,安 全で扱いや

すいものになるような要件が,き め細か く配慮さ

れることが必要である。

したがって,食 品の容器包装の企画 ・設計やデ

ザインをする場合には,以 上の要件に充分配慮

し,そ れらと斉合性をもったものになることが大

切である。

近年,食 品メーカーや包材業者等の努力によ

り,食 品の容器包装のバリアフリー化が進んでき

ている。一面,採 用されたバリアフリー化の設計

やデザインが,各 社バラバラであれば,せ っかく

の改善が新たにバリアを生むことにもな りかねな

い○

ちなみに,工 業製品の分野では,JIS制 度の枠の

なかで,感 覚,操 作機能の低下している高齢者,

障害者の利用に配慮すべきむねの 「高齢者 ・障害

者への配慮に係る標準化の進め方について」(提言

書)を 策定した。食品の容器包装のバリアフリー

化についても,そ の改善内容を改めて見直 し,統

一化,標 準化を図る段階にきているものと考え

る。

当協会では,こ の度,財 団法人 浦上食品 ・食

文化振興財団の研究助成を受け,従 来の経緯と蓄

積をベースに,各 界の学識者や消費者等色々な関

係者の協力を仰ぎながら,食 品の容器 ・包装を対

象にその問題点の整理を行い,そ の結果 に基づ

き,最 も望ましい方向に集約改善するための方途
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を探った。

また,こ の調査研究の一環として,最 近急増し

ている小包装のバリアフリー化についても,検 証

を行った。

2.検 討,と りまとめ方法

本研究のとりまとめに当たっては,高 齢消費者

が相対的に増加している実情 に鑑み,こ れらの

人々が日常生活の中で,食 品の容器包装を扱うと

きに,安 全に扱え,識 別をはっきりとでき,手,

指が不自由な人でも,開 けやす く,使 いやすいと

いうことが,必 須の条件であ り,こ うした点に力

点をおいて検討を行った。

2.1検 討委員会の設置

検討を進めるに当たっては,食 品メーカー,包

装メーカー,食 品包装研究者,流 通関係者,視 覚

障害者,高 齢者,食 生活指導者等で構成する,検

討委員会を設けた。

こうしたメンバーを中心に,日 常生活の食生活

行動の過程を逢着した問題点を出してもらい,改

善され優れていると認められる商品や改善を要す

る問題点の検討を行った。

2.2調 査研究の方法

(1)検 討を行う上での分類

検討を進めるに当たっては,食 品の容器包装の

形態や包装材料,使 用の動作面等を考えて,次 の

7分 類に区分 し検討を進めることが,適 当である

という意見から,こ の分類に基づいて検討を行っ

た。

○瓶 ・ガラス瓶 ,ペ ッ トボ トル,広 口

瓶

○チューブ ・マヨネーズなどの調味料,香 辛

料類

○缶 ・缶詰,缶 飲料,油 缶

○紙容器 ・紙箱,紙 パ ック

○袋 ・菓子類,乾 物類,調 味料類など

○ トレーおよびラップ包装(豆 腐などの蓋つき

のもの),(ト レー

とラップで包装し

たもの)

○小包装 ・小包装の袋,小 包装の容器

(2)商 品の試買,収 集

各委員等を中心に分担して試買を行い,そ れら

の商品と日常の食生活上で扱う商品を含めて,食

品の容器包装として具備すべ き要件 と照らし合わ

せて,個 別的な検討評価を積み上げる方法で改善

点,問 題点等の検討を行った。

(3)利 用者のアンケート調査の実施

次のイベントの機会を通 じて一般消費者を対象

にして,食 品の容器包装の利用に当たっての,安

全性,操 作性等の改善要望についてのアンケー ト

調査を行った。

◎場所および開催 日

0平 成15年12月8日 ～12日

東京都千代田区霞ヶ関 農林水産省 「消費

者の部屋」特別展示 回答者497名

0平 成16年1月17日 ～18日

東京都千代田区有楽町 東京国際フォーラ

ム 「日本食育フェア」 回答者709名

合計1206名

調査結果の概要は3を 参照。

(4)調 査研究のとりまとめ方法

容器包装の分類毎に望ましい要件に照 らして,

個別に検討,評 価を行い,食 品の容器包装のバリ

アフリー化のあ り方について検討を行った。

また,類 似商品毎にバリアフリー化方式の採用

を比較検討し,そ の商品種類別に,統 一・化の検討

評価を行った。

3.ア ンケー ト調査結果

アンケー ト調査の回答者は,若 い人から上は70

歳代まで広い範囲の方の協力が得られ,中 でも女
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1食品容器・包装に表示される文字の見やすい大きさはどれですか1

性の方が60%を 占めていた。また,日 常の生活に

密接している問題だけに,回 答者が真剣に取り組

んで回答してくれた。

調査結果の概要および主な改善要望の意見は次

のとおりであった。

① 容器包装を扱う上で,何 らかの不便 さを感

じたことがありますかとの問いには,87%

の人が不便さを感じたと答えている。

② どのような点に不便さを感 じたかとの問い

に,開 けにくかったが66%,次 が表示が見

にくかったが19%,使 いにくかった9%,

選びにくかった3%と いう答えであった。

具体的な意見としては,開 け口がわかりに

くい。シュリンクフイルムが剥がしに く

い。スライスハムなど開けるときに開け口

が掴みにくい,同 じ商品でも,メ ーカーに

より開け口や表示の位置がバラバラで使い

づらいなどの意見があった。

⑨ 開けにくいと感じた商品は何ですかという

問いには,ジ ャムなどの広口瓶,ハ ムなど

の真空包装,豆 腐の容器の順でその他,缶

詰,袋 包装などの答えであった。

④ 食品の容器包装の表示で改善してほしいも

のは何ですかという問いには,表 示文字を

大 きくしてほしい45%,表 示の位置を統一

してほしい23%,絵 や色で区分できるよう

にしてほしい19%,表 示の内容を絞ってほ

しい12%の 順であった。

⑤ 食品の容器包装に表示される文字の見やす

い大きさはどの位ですか という問いには,

ほとんどの人が11ポ イント以上の大きさを

望んでいることがわかった。(図参照)

⑥ 持ちやすい瓶の大 きさ,形 でよいと思うも

のという問いでは,く びれのついた瓶

29%,丸 形の瓶23%,凹 凸をつけた瓶21%

の川頁であった(図 参照)。

⑦ その他自由意見では,過 剰包装はやめてほ

しい,食 べ残しは再封できるように,中 身

1持ちやすい瓶の太さ、形で良いと思うもの(複数回答)1
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が見える容器にして欲しいなど色々な意見

があった。

4.検 討結果と考察

4.1食 品の品質保持 と容器包装

(1)包 装食品の品質保持

食品の容器包装の最も重要な役目は,品 質保持

性であり,食 品の輸送中,保 管中に起 きる色々な

原因から内容物を守ることにある。

この場合,包 装材料の気体遮断性や物理的強度

が重要な要件となる。

(2)食 品の品質劣化 と容器包装

食品の品質劣化の要因は,大 きく分けて次のよ

うなことによる。

⑦ 微生物による品質劣化

微生物などによる品質劣化

② 物理的変化による品質劣化

水分,湿 気,乾 燥などによる固化,変 質な

どで,透 湿度の低い包装材料の活用,吸 湿剤

の封入などが防止のための対応。

3化 学的変化による品質劣化

直射 日光や紫外線などによる食品の化学的

変化 による品質劣化で,こ れを防ぐために

は,紫 外線や可視光線を遮断し,酸 素の透過

しにくい包装材料が有効で,こ れに,真 空包

装やガス充填包装などの包装技法が駆使され

て劣化を防止している。

(3)食 品品質の保全

食品の品質保全を図るためには,品 質劣化の要

因を防ぐことが基本で,内 容物に応じた,遮 光性

があり,バ リヤー性の高い適性な包装材料を選択

したり,食 品の殺菌技術や包装技法など色々な手

段が適用される。

特に,近 年脚光を浴びている電子レンジ適正包

材や空気をほとんど通さない,ハ イバ リヤー性包

材などの機能性包材の活用が有効である。

(4)食 品の異臭,移 り香の防止

ガスバリヤー性の高い,透 湿度の低い包装材料

を使用 したり,そ の他,色 々な対応をし,外 部か

らの臭いの侵入や香 りの逸散を防 ぐなどの品質保

持も重要である。

(5)食 品の容器包装の設計 ・デザインと品質

保持

食品の品質保持は,以 上のように包装材料の適

切な選択や包装技術の適用など,複 雑,多 岐にわ

たる要件を満たす必要があ り,こ こでは中心課題

である容器包装の設計およびデザインを中心に検

討した。

① 品質保持とバリアフリー化推進の共存

ガラス,缶 のように通気遮断性の高い容器

包装や密着度が高い容器包装では,品 質保持

性は高いが,一 方,軽 量化や,開 けやすくす

るなど,バ リアフリー化の面で技術的課題が

多い。

このように,品 質保持とバリアフリー化

は,二 律相反的な面もあるが,包 装素材や包

装技術の進歩を踏まえつつ,両 者の調和,調

整を図ることが大切である。この場合におい

ても,高 齢者,障 害者,子 供などが,日 常的

且つ,頻 繁に使用するものであるから,取 扱

い上,安 全で操作性,円 滑性を配慮する。

② 包装単位と品質保持

容器包装入 り食品の中で,反 復継続 して利

用する内容量の多い容器の場合には,そ の都

度開閉して利用するため,酸 化,ば い菌の混

入による品質劣化を招きかねない。近年,小

家族,単 身世帯の増加に伴って,小 単位包装,

個包装などの使い切りタイプの包装が増えて

いるのは,食 品の品質保持と容器包装の単位

という面で注目すべきである。

なお,品 質保持の観点から,脱 酸素剤や吸

湿剤の封入のケースもかなり見られるが,こ
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れも目の不自由な障害者や高齢者,子 供など

識別力の低い利用者を考えれば,誤 って呑み

込まないよう設計,デ ザイン上の対策が必要

である。

⑨ 環境,リ サイクル面と品質保持

最近,穀 物,木 材,澱 粉などを素材とした

廃棄したときに直ぐ土壌にかえる,自 然環境

保全に適合 した包材が開発普及されだしてい

る。これら包材は,品 質保全の面から導入が

可能ならば積極的利用を図るべきである。

忽 品質保持と容器包装は一体

容器包装入り食品は,容 器包装から出して

口にするので,長 期的観点から品質保持とバ

リアフリー化は,不 可分の一体であるという

認識を持つべ きである。

4.2食 品の容器包装の改善方向

食品の容器包装の改善に当っては,感 覚機能や

運動機能の衰えている高齢者やハンディをかかえ

た障害者,そ れに幼児,学 童を含む多くの人々が,

バリアを意識することなく扱える食品の容器包装

になるよう,そ の改善を図ることが大切と考え

て,そ の推進を図る観点にたって,利 用者の改善

要望や各種商品事例を参考として検討を行った。

検討に当たっては,容 器包装入り食品のうち,

比較的多く流通しており,日 常生活における使用

頻度の高いものを対象とした。かつ,容 器包装の

形態や包材等の違いにより次のように分類し,そ

の分類毎にバリアフリー化の要素に応じて,そ の

備えるべき要件の検討を行った。

(1)容 器包装の分類

○瓶 ・ガラス瓶,ペ ットボトル,広 口

瓶

○チューブ ・マヨネーズなどの調味料,香 辛

料類

○缶 ・缶詰,缶 飲料,油 缶

○紙容器 ・紙箱,紙 パック

○袋 ・菓子類,乾 物類,調 味料類など

○ トレーおよびラップ包装(豆 腐などの蓋つき

のもの),(ト レー

とラップで包装し

たもの)

○小包装 ・小包装の袋,小 包装の容器

(2)バ リアフリー化の検討と要素区分

食品の容器包装の検討に当たっては,容 器包装

がまず誰もが安全に扱え,商 品種類が識別しやす

く,更 に,使 用する際には持ちやす く,開 口,開

栓が容易で,か つ,内 容物が取り出しやすい等を

チェック検討する手法を採用した。

1)安 全性(誰 にも安全)

安全性の観点としては,容 器包装の形,大 きさ,

重さ,素 材の強度について,使 用者にとって,安

全かどうかという視点で検討 した。

この場合,内 容物の品質保持という,容 器包装

の本来的役割との斉合性にも配慮した。

2)識 別性(選 びやすさ)

容器包装の形,大 きさ,素 材等の特徴によって,

見て も手で触れても商品種類等を識別出来るよ

う,工 夫されているかの視点で検討した。

また,容 器包装に施された表示について,大 き

な文字や絵の採用,鮮 明な色のコントラストの工

夫,更 には,凹 凸のマークの採用の有無などもチ

ェックした。

3)操 作性(開 けやすく,持 ちやすく)

操作性(使 い勝手)の 面では,持 ちやすさや取

り上げやすいなど,使 用に当たっての使い勝手

に,心 くば りがされているかどうか等の視点で検

討した。更に,開 け口の位置がはっきりしている

か,開 口,開 栓,開 封の方式が開けやすく心 くば

りされているか,ま た,内 容物が液体,流 動体の

ものについては,注 ぎやすいかどうかの視点で検

討した。

4)利 便性(再 封,保 存に便利)
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開けてから反復して利用することがある商品に

ついては,チ ャックの採用など,再 封性が確保さ

れているかどうか,ま た,貯 蔵するに当たってう

まく積み重ねられた り,並 べ られる形やデザイン

に,な っているかどうかの視点で検討した。

5)そ の他

以上のほか,使 用後の容器が,ゴ ミの分別収集,

リサイクルという環境問題に配慮されているかど

うかも検討対象とした。

(3)容 器包装の分類別の改善方向

容器包装の分類別に,安 全性,識 別性,操 作性

等のバリアフリー化の要素毎に問題点,改 善点,

改善方法等についての検討を行った。

1)瓶

(ガラス瓶)

・酒,ビ ール,ワ イン,ミ リンなどの酒類の瓶

・ジュース,コ カコーラ,カ ルピスなど清涼飲

料類の瓶

・牛乳類の瓶

・酢,醤 油,ソ ース,ド レッシングなど調味料

類の瓶

ガラス瓶については,従 来より重い,割 れる,

キャップが開けにくいなどという問題点があった

が,最 近では,軽 量化や材質の改善が非常に進ん

でお り,極 端に容量の大きいものを除いて,重 さ

の面,割 れる危険性についても,通 常の使い方で

あれば,ほ とんど問題が少なくなっている。

残る問題は,持 ちやすさ,識 別のしやすさ,キ

ャップの開けやすさ,そ れに,環 境問題に対応で

きる改善をすることが重要な課題 となっている。

このため,ガ ラス瓶は中身の品質保持 という点

では,優 れた包装材料であり,残 る問題を少しで

も改善し,バ リアフリー化を図ってい くことが必

要である。

○すなわち,安 全性の面でみると,改 善された

ものは胴部の太さをしっかり掴める太さにし,胴

部にくびれをつける等安全に扱えるよう工夫した

ものがあるが,反 面,手 に余るような太さのもの

は,片 手では持てないし,胴 部が膨らんでいるも

のは,手 を滑らせて落とす危険性がある。

このため,瓶 の大きさや太さは,持 ちやすい,

握 りやすいものとし,更 に安全に扱えるよう,く

びれや凹凸をつけるとか,手 が滑らない材質とす

るなどの改善が必要。

また,全 体的に見て瓶については,く びれや凹

凸のついたものが少なく,も っとこうした瓶が普

及することが望まれる。

○識別性の面では,ラ ベルの表示を工夫し,大

きな文字,絵 や色を活用し,中 身が何かをはっき

りしているものは選びやすいが,反 面,色 々と複

雑に表示されたものは,ど こを見て選べばよいか

わかりにくい。

このため,瓶 のラベル表示は,鮮 明な色や大き

な文字,絵 を活用し,利 用する人が,は っきり中

身が何かが判るようにすることが大切。

また,視 覚障害者や高齢者の利用を考えた場

合,瓶 の大きさや形の特徴で,種 類が識別できる

ものがよい。

この点で,サ ントリーのウイスキーは形によ

り,グ レードを選べるという,示 唆に富んでいる。

このほか,瓶 のキャップの形に特徴をもたせる

とか,瓶 またはキャップに手で触れて判るマーク

をつけて,識 別できるようにすることも有効であ

る。

○持ちやすさや開けやすいという,操 作性の面

では,開 けにくいものとして,コ ルクやプラスチ

ックを利用したキャップなどあるが,反 面,改 善

が進み大部開けやす くなってきている。特に,ワ

インなどに適用されている,ネ ジ式のスクリュー

キャップは,開 けやす く改善されているものの一

つである。

一方
,シ ュリンクフイルムを取 りやす く改善し
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たものとして,そ の開け口や引く方向を色つきの

矢印で示すなど,開 ける方法や表示を判 りやす く

した点で優れたものがある。

明治乳業の牛乳瓶エコボトルはシュリンクフイ

ルムを取 りやすく,表 示も判りやす く改善されて

おり,ま た,持 ちやすさや再封性も優れている事

例。

○利便性の面では,調 味料などのように調理時

に使用するものは,片 手で開閉できるものがよ

い。

エスビー食品 あらびきブラックペッパーは優

れた事例。

また,ど こまで使ったか残量が判ることが,補

充という点を考えると,便 利という点も指摘があ

った。

更に,注 ぎやすさという点では,中 栓の切り口

の形 によって,注 ぎに くい ものがあり改善が必

要。

このほか,環 境問題との関連か ら,瓶 のラベル

を剥がしやすくすることや,キ ャップのプラスチ

ックを,取 りはず しやす くする点の改善も必要。

(広口瓶)

・調味料類,ジ ャム類,ハ チ ミツ類,総 菜類

広口瓶については,安 全性や識別性の面では,

特段問題がなかったが,た だ,持 ちやすさや,開

けやすさという操作面で不便さがある。

○すなわち,開 けるとき,か なり力を要するも

のは,高 齢者など比較的力の弱い人には,キ ャッ

プを開けることができない。このため,キ ャップ

にギザギザをつけて力が入りやす くするなどし

て,も っと開けやすく工夫する必要がある。

○また,一 部の特用サイズのものに,手 に余る

ような太さのものがあ り,扱 いにくいという難点

がある。

最近では,使 用される容器のスタイルも変わっ

てきてお り,チ ューブやプラスチックのボトルな

どが採用されており,そ の方が使いやすいという

意見もあった。

(ペットボ トル)

・水,ジ ュース,お 茶などの飲料類

・醤油,ソ ース,め んつゆなど調味料類

・食用油類

ペットボ トルは,安 全性の面,識 別性の面,操

作性の面,そ の他の点で改善を要する点があっ

た。

○安全性の面では,一 定量以上の大きさ,重 さ

のもは持ちにくいので,安 全上取っ手をつけるな

どの改善が必要である。

○識別性の面では,ペ ットボトルに入った商品

は,非 常に種類が多いことや,形 が同じでも中身

が異なることから,目 の不自由な人の選びやすさ

を考えると,ペ ットボトルやキャップの形に特徴

を持たせるとか,ま たは,ボ トルやキャップに,

一定の凹凸マークをつけて識別できるようにす

る。

ハウス食品ミネラルウオーターは,ボ トルに水

と凸文字をつけている。

また,文 字や絵,鮮 明な色を活用 し,中 身が何

であるか判りやすくすることが必要。

○操作性の面では,携 帯できるペ ットボトル類

は,持 ちやすい,掴 みやすさの点等かなり改善さ

れており,握 りやすい太さ,凹 凸のついたもの,

角型のもの,く びれのついたものなどがある。

一方
,開 けやすさという点では,水 やジュース

など,1リ ットル以上の大型のボ トルの場合は,開

けにくいものがあるので,キ ャップの幅を広く

し,大 きなギザギザを入れるなど,力 が入りやす

くする改善が必要。

○また,利 便性の面では,食 用油などは注ぐと

きに一定量が出るような,計 量機能がほしいとい

う意見が多かった。

日清オイリオグループの妙め油2分 の1は,胴
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部を押すことで一定量出せる事例。

そのほか,環 境面から廃棄のときに,ラ ベルを

剥がしやすくし,ま た,か さを小さくすることも

扱いやすい。

2)チ ューブ

・トマトケチャップ,マ ヨネーズなどの複合調

味料

・バターやマーガリン類

・か らし,わ さび,し ょうがなどの香辛料類

チューブについては,安 全性や持ちやすさ,開

けやすさという操作性の面では特段問題がなかっ

たが,識 別性の面では不便さがあることがわかっ

た。

例えば,香 辛料類では,容 器の形は同 じであっ

て,種 類はわさび,か らし,し ょうが等色々あり,

目の不自由な人には,使 用上識別が困難である。

また,マ ヨネーズやトマ トケチャップのような

容器についても,色 々種類があって,同 様な問題

点がある。

こうした,識 別性の面での対応方法としては,

香辛料の場合を例に検討した結果,容 器の形をそ

れぞれ変えるのも一方法であるが,キ ャップの上

部の形にデザイン上の工夫をして,口,△,○ 型

等にするなど違いをつけることで,指 先でさわっ

て,中 身の種類が識別できるようにすることが望

ましい。

そのほか,キ ャップを一見して中身が識別でき

るよう,キ ャップの色を変えて識別しやす くする

こともよい。

利便性の面では,取 り出し口を,細 口にしたり,

星型にしたりして利用面に応 じて変更できるもの

があるなど,か なり改善が進んでいる。

また,反 復して利用 しやす くするため,キ ャッ

プはヒンジキャップが採用されており,再 封に便

利であるためこうしたキャップの普及がよい。

このほか,中 封のつまみが小さくてはっきりし

ない,引 っ張るときに素材が伸びてしまうものが

あるなどの指摘もあった。

3)缶 詰,缶 飲料

・魚缶,肉 類の缶,果 物の缶,総 菜の缶など各

種缶詰類

・缶ビール,缶 チューハイなど酒類

・コーヒー,清 涼飲料など飲料類

缶については,安 全性,識 別性,操 作性の面で

問題があった。

○安全性の面では,缶 詰を開けたあとの切 り口

が鋭利になっていると,扱 う際に手を切る危険性

があるので,切 り口を丸みをもたせる工夫が必

要。

最近,ふ たは薄いアルミ製で,手 で簡単に開け

られて,切 り口が丸みをもたせてある缶詰が出て

いる。

はごろもフーズのシーチキンは,缶 を開けると

きにカップの蓋を引くようにして開けられて,切

り口も丸みをもたせてあり優れている。

○また,識 別性の面の問題として,酒 類の缶飲

料には,点 字で 「おさけ」と表示されているが,

点字を読めない人が判るように,エ ンボスマーク

や色を活用した判 りやすい表示 も必要。

なお,識 別性という点では,コ ンビーフは台形,

いわし,さ んまは平べったい長方形という缶の形

が識別上役立っているので,例 えば,缶 のデザイ

ンが違うことで,中 身が識別できるということが

研究されるべきであるという意見も出された。

○操作性の面では,缶 をもっと開けやすくする

ために,缶 のつまみ部分を,指 を差し入れやすい

高さにするとか,そ の部分に窪みをつけるなどの

工夫が必要。

なお,缶 飲料の呑み口が,目 の不自由な人に判

るよう,呑 み口部分が手で触れてわかるよう,縁

に切 り込みや凸マークをつけるなど,呑 み口がさ

がせるような工夫が必要である。
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4)紙 容器

(紙箱)菓 子類の箱,冷 凍食品やレトルト食品

の外箱

調味料の外箱,香 辛料類の外箱など

紙箱については形,大 きさも様々であり,種 類

も多いが,総 じて安全性という点では特段問題が

なかったが,識 別性の面,開 けやすさなど操作性

や利便性の面で問題点が指摘された。

○検討の結果,識 別性の面では,商 品そのもの

の中身が何かという,表 示のわかりやすい点が重

要であるが,購 入し選ぶときの重要な情報でもあ

る,賞 味期限などの表示のわかりにくさも改善点

としてあげ られた。 また,そ の改善方法 として

は,次 のようなことがある。

一つは
,商 品名の ような一次的事項の表示

は,他 の表示に邪魔されないような,わ かりや

すいラベル表示とする。

また,賞 味期限をわか りやすくするため,見

やすい位置に表示する,周 囲の文字を少なくし

たり,目 立つ色の枠で囲むなどアピール性を高

める。

なお,賞 味期限は,開 けるときなどに切 り取

ってしまう場所にはつけないようにする。

このほか,目 の不自由な人が賞味期限を把握

できるよう,UV印 刷等の手法で,次 のように

手で触てわかるように工夫をする。

例 凸表示で 口 数符,点 字の数字で賞味

期限

(口は賞味期限を表すと約束した場合)

○操作性の面では,開 けやすさ,特 に,開 け口

の判 りやすさが問題点としてあげられた。また,

改善方法としては,次 のような点が指摘 された。

① 開け口は赤,黄,青 などの原色を使用し,

色のコントラス トをきわだたせたり,大 き

な文字で 「開け口」と表示した り,矢 印で

わか りやす くする。

② 紙箱のフイルム包装の開け口部分には,鮮

明な色のカットテープをつけ,ま た,長 さ,

硬さを工夫 して,引 っ張る口が直 ぐ探せた

り,引 っ張 りやすいようにする。

③ 紙箱の開け口部分には,切 欠きや窪み,凸

マークをつけて,手 で触れても開け口がわ

かるようにする。

(紙パック)牛 乳,果 汁,お 茶,酒,各 種飲料

類

紙パックについては,識 別性の面の代表的な例

として牛乳紙パックの,「切欠き」の実施があり,

このことは,識 別と共に開け口方向も約束で決め

られたこと,ま た,容 器包装の設計デザインが品

質表示基準と関連づけられたことなど,こ の分野

では,大 きく改善が進んでいる。しかし,一 方,

ジュースやお茶等の識別や,そ れぞれの種類毎の

細区分の識別性をどう高めるかの問題が残されて

いる。

また,操 作性の面では,紙 パックの開けやすさ

が,種 類によって必ずしも一定でないなどの問題

があ り,更 に,利 便性の面では,長 方形の ミニパ

ック(ブ リックタイプ等)の 呑み口が目の不自由

な人には,判 りにくいなどの問題がある。これら

については,次 のような改善点が指摘 された。

① 牛乳についた切欠きを基準点として,果 汁

には切欠き2個 をつけ,お 茶には凹型等の

切欠きをつけるなど,残 る紙パックについ

て識別しやすい工夫が必要。

② 長方形のミニパックでは,ス トローの挿入

口を判 りやす くするために,挿 入口の近く

に手で触れてわかる凸表示等をつける。

③ ストローで飲むミニパックは,素 材とか形

で飲料が飛び出すのを防ぐことは極めて困

難なので,そ のために開発された携帯用

で,折 りたたみができるケースが売られて

おり(例INOCA紙 パックホルダーモテパ
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ッくん)こ うしたものを使うと,子 供など

の失敗を防げるようになる。

5)袋

・米,小 麦粉,豆 類などの穀類や乾物類

・菓子類

・砂糖,調 味料などの調味料類

・カレー,冷 凍食品,麻 婆豆腐,お かゆなどの

レトルト食品類

・ハム,ソ ーセージ類

袋包装については,安 全性,識 別性,操 作性,

および利便性の面で改善を要するものがあった。

○まず,安 全性の面では,扱 う上で身体的危害

を与えるような問題はなかったが,容 器包装その

ものではないが,袋 包装の中には,の りやゴマな

どの商品で品質保持のために乾燥剤,脱 酸素剤等

が入ったものがある,こ のように食品の中に食品

以外の物が入っている場合について,は っきりし

た表示で確実に区分できることが不可欠である。

このため,口 に入れることのないよう,判 りやす

く表示することが必要である。

○識別性の面では,袋 包装には大きさ,形 も

様々であるが,識 別しやすくするために,次 のよ

うな改善点が指摘された。

① 商品名等は大きな文字を使用 し,色,絵 を

使い,わ かりやすいものにする。

② 外包装と内包装のある場合には,内 包装に

も商品名,賞 味期限など必要な情報をつけ

る。

③ 賞味期限等重要な情報は赤,黄,青 など原

色を使い,周 囲の文字を少なくするなどし

てわかりやす くする。

このほか,内 容量や賞味期限はどこを見れば判

るというように,場 所が一定になれば良いとか,

賞味期限は切 り取って しまうところには付けな

い,ま た,透 明な袋の場合,内 容物と同じ色を使

用した文字の表示は見にくいなどの,要 改善点が

指摘された。

0操 作性の面では,開 け口の表示方法が色々あ

ることや,開 け方も様々であり,戸 惑う面がある

が,開 け口の判 りやすいこと,開 けることが容易

にできることが要改善点として指摘された。

また,切 欠きが袋の上部についたものは,開 け

るときに中身がこぼれて失敗の原因にもなる。

これらの操作面での改善方法としては次のよう

な点がある。

工 開け口部分は,鮮 明な色,周 辺の色とのコ

ントラス トをきわだたせ,矢 印や大 きな文

字でわかりやすくする。

2袋 の上部横左右にV字 型の 「切欠き」をつ

けて,見 ても手で触れても開け口がわかる

ようにする。

③ 開け口部分は切りやすく,真 直ぐ切れる素

材を使用する。

4ハ ム,ソ ーセージなど真空包装されたもの

は,テ ープをつけるなどして開けやす くす

る。

0利 便性の面では,電 子レンジ等で加熱するよ

うな食品の場合,外 箱や袋のまま加熱できる工

夫,繰 返し使用するものは,チ ャックをつけるな

ど再封しやすくするなどが指摘された。

6)ト レーおよびラップ包装

(主に蓋つきのもの)調 理済み食品,惣 菜類

豆腐,納 豆,ハ ム類

鶏卵

(トL一 とラップ包装)各 種弁当類

肉類,魚 類などの生鮮

食品,野 菜類

トレーとラップ包装については,色 々な形,包

装形態があり,種 類も多いが,検 討に当たっては,

同じような包装形態のものを5タ イプほどに分け

て,そ の区分ごとに,安 全性,識 別性などの要素

について検討した。
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すなわち,」〔調理済み食品や惣菜などのよう

に,蓋 付きの容器に入ったもの,② 豆腐などのよ

うに蓋が接着 されているもの,③ 弁当類のよう

に,蓋 がついて汁 も出やすく,し かも上にラップ

包装されているもの,④ 肉類,魚 類のようにトレ

ーに入れて上をラップ包装したもの,⑤ 鶏卵のよ

うに複数の商品を,蓋 つきの容器に入れたものの

5区 分とした。

検討の結果,安 全性の面,識 別性の面,操 作性

の面での問題点があった。

○まず,安 全性の面では,容 器は全体的に改善

されてはいるが,角 や切 り口などが鋭利である

と,手 指を怪我をしやすいので,角 や切 り口を丸

くするなどの改善が必要。

○こうした商品は,識 別性の面では,何 れの包

装形態でも,中 身が何か,賞 味期限などの重要情

報がわか りやすいことが重要なポイントとなる。

どの包装区分でも,多 くはこうした情報を表示 し

たシールが貼られている。

このため,商 品名,賞 味期限などの重要情報が,

はっきりわかるようになっていることが大切。

なお,今 後改善が進んで,目 の不自由な人が,

トレーの大 きさ,形 で中身が肉か魚かなど,大 き

く区分できるようになればよいという,要 望意見

があった。

○操作性の面では,開 け口部分の判 りやすさ,

スムーズに開けられることが,改 善のポイントと

なる。そのためには,次 のような点について改善

が必要。

①の惣菜などについては,開 け口部分に赤,黄,

青の原色の矢印をつけてわか りやす くした

り,つ まみ部分をつまみやすくして開けやす

くする。

②の豆腐などの蓋つきの容器の場合には,蓋 の

つまみ部分を大きくし,つ まみやす く,また,

蓋を剥がしやすくして,途 中で切れないよう

にする。

③の弁当類では,ト レーにかけたラップ包装が

剥がしやすくすることが必要でる。弁当類の

中には,ト レーにかけた帯状の包装を,テ ー

プを引くことで,開 けられるようにしたもの

があり,こ れは優れている事例。

④の魚などのトレーとラップで包装されたもの

は,開 け口をわかりやす くすることがポイン

トで,そ のために原色つきのシールなどを活

用した改善が必要。

⑤の区分に類する卵パックなどは,か なり開け

やすくなっているが,中 には,テ ープの色が

薄いものがあり,原 色のテープを使用し,わ

か りやす くする改善が必要。

○利便性の面では,ト レーを廃棄するときの,

重ねやすさを考えて,素 材表示をわかりやす くす

る,ま た,破 棄のとき家庭内でかさばらず処理で

きるよう,あ る程度形が統一されるとよい。

また,本 体と蓋の部分が繋がったものは,蓋 と

本体とを簡単に分離できれば,か たづけやすい。

更に,環 境に配慮した素材を使用することも必

要。

7)小 包装

・袋 醤油,ソ ースなどの添付調味料類

ほんだし,砂 糖などの調味料類

砂糖,ミ ルクなどの喫茶用調味料類

・小容器 醤油,ソ ース,ミ ルクなど調味料類

この包装の使用形態をみると,大 きく分けて,

弁当や惣菜,加 工食品等に添付される調味料,バ

イキングや喫茶店で使われるミルク,砂 糖など,

そして,独 立 して売られている小包装には,バ ラ

のものと小包装をまとめて箱や袋等に入れた,形

態で出廻っているものがある。

こうした包装は,そ れ自体が小さいことから,

表示が充分にできないとか,小 さいために扱いに

くいとか,改 善は進んではいるが問題点も多い。



92 浦上財団研究報告書VoLl3(2005)

小包装には,袋 状のものと小容器を使用したも

のがあるが,扱 いやすさの点では,断 然,小 容器

の方が便利なので,こ れを採用していくことが望

ましい。

今回,試 買した商品の中には,袋 状のもので,

カットミスのせいか表示が小さな包装に収まらな

いもの,文 字が小さくて見にくいもの,表 示が充

分でないものなど,識 別面で問題点の多いものが

あったが,反 面,改 善されて非常に識別しやすい

ものもあった。

○識別面で改善が進んでいるものは,商 品名を

大きな文字で表示したり,中 身の色が似かよって

いるものは,包 装の色を変えてわかりやす くした

ものがあった。また,点 字や凸文字で表示 した

り,小 容器の場合は,容 器のキャップの色を変え

るなど,識 別 しやす く改善されているものがあ

る。なお,賞 味期限がついていないなど,問 題点

のあるものもあった。

こうしたことから,さ らに,次 のような点につ

いて,改 善が必要。

㊤ 包装の形,大 きな文字,赤,黄,青 など原

色を使ったわかりやすい色,絵 や点字など

を使用して,中 味が何であるかはっきりわ

かるようにする。

② 外包装 と内包装のあるものは,内 包装にも

商品名,賞 味期限など重要情報を洩れなく

つけるようにする。

○操作性の面では,改 善が進んだものには,開

け口表示がはっきりしてお り,開 けるための切欠

きをつけ,素 材も開けやすいものを使って,非 常

に扱いやす くしたものがある。また,包 装の形を

工夫し,ス トロー式に注げるようにしたものがあ

り,こ れは非常に評価が高かった。

こうしたことから,操 作性の面では,更 に,次

のような改善を図ることが必要である。

① 大きな文字で 「開け口」と表示したり,赤,

黄,青 など原色つ きの矢印をつける。ま

た,切 欠きなどで開け口をわかるようにす

る。

② 切 りやす く,真 直 ぐ切れる素材を採用 し開

けやすく,失 敗のないようにする。

⑥ 袋包装の構造を,ス トロー式に注げるよう

工夫 し使いやすくする。

(4)そ の他討議の過程で提起された事項

ペットボトルは安価で入手しやすいことか ら,

ジュースやお茶,水 など多くの飲料類に使用され

ているが,そ のペットボトルを,殺 虫剤や木酢液

等の容器として使用している例が見られる。その

結果,食 品の容器と見誤って飲用するなど,事 故

につながる危険性があるという点が指摘 された。

このため,食 品と類似の容器は使わないか,使

う場合も大きな文字,赤,黄 など原色を用いた,

明確なラベル表示とすることが必要である。

また,目 の不自由な人のためには,点 字等での

表示を行う必要がある。

なお,食 品の容器包装に封入されている,乾 燥

剤や脱酸素剤などには,口 に入れてはならないと

いう危険マークを付すべきである。

(5)バ リアフリー化方式の統一化,標 準化

容器包装に関わるバリアフリー化方式を,食 品

メーカー,容 器包装メーカーが各社独自に行って

いる結果,メ ーカーにより異なる結果にな り,そ

れが新たなバリアを生んでいるケースがある。し

たがって,関 係業界等の話し合いにより,統 一ル

ールを作って,同 一品目については,同 一のバリ

アフリー化方式を採用すべきである。

統一化,標 準化を図りたい事例

○瓶類の例

① シュリンクフイルムの開け口の表示方法,

引く方向や矢印の形,色,点 線の入れ方,

剥がす方法などの開け方等。

② 廃棄のときのラベルの剥がし口の位置,そ
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の表示の仕方,点 線の入れ方,剥 が し方等。

⑥中栓のリングの大きさ(指 を差し入れる穴),

切 り口の形,中 栓の材質や強度等。

○紙箱,紙 パ ックの例

① 紙箱の開け口表示方法,文 字の大きさ,文

字の表示方法,矢 印などの表示方法等。

② 賞味期限の表示位置,表 示の色,文 字の大

きさ等。

③ カットテープをつける位置,カ ットテープ

の色,出 っ張りの長さや硬さ等。

4.3バ リアフリー化を更に推進するための提

言

食品の容器包装のバリアフリー化を,更 に効果

的に進めるためには,次 のような点についての検

討も欠かせないことである。

(1)新 しい手法や素材の共有

食品の容器包装の改善のために,各 企業等が鋭

意努力し取 り組んでいる中で,新 しい手法や新 し

い有効な素材の開発を行った場合には,こ れを特

定の範囲にとどめることなく,広 くその技術や素

材の共有化を図り,全 体としての,バ リアフリー

化が進められるよう,協 力的に進めることが望ま

れる。

(2)食 品容器包装のバリアフリー化をJAS制

度に取り入れて推進すること

従来,JAS制 度は,食 品の品質向上のための成

分の規格化を図る目的で運用 されて きた。しか

し,消 費者が求める食品の大半が,い ろいろな容

器にパックされ,包 装されたものになっている現

状では,容 器包装の形,大 きさ,表 示等によって

選択し,開 封,開 栓などを経て食品そのものにア

クセスできるのである。

したがって,い まやJAS制 度においても,食 品

の品質とそれをパックする容器包装を不可分の一

体として,取 り上げ,容 器包装にかかる諸条件に

ついても,「品質表示」の一環として望ましい要件

を規定するのが,消 費者保護や利便性の向上にな

るものと考えられる。

当協会が,そ の改善を提案し,農 林水産省が

JAS規 格として採用した 「飲用牛乳の紙容器の識

別用切欠き」は,単 なる識別マークとしての機能

にとどまらず,開 け口方向の明示の役割を果たす

ことになった。さらに,「100%牛 乳」にのみ 「切

欠き」を付することができるとJAS制 度の中で規

定したことによって,加 工乳,牛 乳飲料など牛乳

製品の表示の乱れを一挙に純化する効果を生んだ

のである。

この事例を出発点として,JAS制 度の 「品質表

示基準」の適用を容器包装のバリアフリー化の面

まで広げることは,JAS制 度の本来の目的に合致

すると言ってよいと考えられる。

(3)今 後の課題

利用者が食品の容器包装の種類や賞味期限,注

意事項など,重 要事項を確認する際などに,音 声

の活用ができれば,障 害者,高 齢者の利便性は格

段 と向上するものと考えられる。このため,IC

タグなどを利用 した,音 声利用による表示の研究

に一段と努力をし,実 現を図ることが,今 後の大

きな課題となっている。

5.お わ り に(要 約)

(1)外 食の利用に加え,加 工食品や調理済食品

を購入するなど食料消費の面で「食の外部化」

が一貫して進んでいる。一方,小 売販売の面

では,セ ルフサービス方式をとるスーパー,

CVSの シェアが圧倒的な大きさになってい

る。

以上の事実は,商 品形態が容器入 りの食

品,包 装された食品が太宗 となっていること

を意味する。

(2)と ころで,食 品の容器や包装の本来の役割

は,食 品の一定量を入れる器であることに加
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え,そ の食品の保護,品 質の保全をすること

にある。

さらに,出 荷から販売店頭までの輸送,積

みおろし,そ の他,荷 捌きの過程で損傷され

ることのないよう,構 造や資材,接 着などの

面での必要な強度が備えられなければならな

い。さらに,販 売店頭での陳列の面でも,そ

の取扱いや,品 質保全の配慮がなされる必要

がある。

(3)一 方,購 入し利用する客の立場か らは,容

器や包装は,商 品の形,大 きさ,素 材,表 示

などによって識別できる要件を満たすこと,

第2に は,安 全スムースに開けられること,

第3に は,利 用消費する場合,安 全で取扱い

やすいこと等の要件が,き め細かく,満 たさ

れる必要がある。

(4)し たがって,食 品の容器包装の企画 ・設計

およびデザインに当たっては,以 上の要件に

充分に配慮され,斉 合性をもつものでなけれ

ばならない。

本調査研究に当たっては,こ の点をベース

に現に市場で販売されている商品を対象に,

それぞれの角度から実地に検証を行った。

その結果,多 くは,食 品品質の保全,輸 送

過程の安全性を図 りつつ,そ の利用者のニー

ズである識別性,開 封,開 口の容易さや,さ

らに利用上の安全性や使いやすさの面で,改

善の実をあげていると評価できるものが多か

った。 しかし,な お,一 段の改善を求められ

るものも少なくない実情である。

(5)近 年,わ が国は,高 齢消費者の増加は著し

く,視 力の低下など感覚機能の衰え,握 力の

低下,手 元操作力の低下など,運 動機能の衰

えている者も急速に増えている。

すなわち,目 や肢体不自由等のため食品の

容器包装に関し,購 入や利用時の識別能力,

利用消費に当たっての開封,開 口,ま た利用

にかかる操作能力が低下している消費者は,

増加 しているのである。

したがって,食 品の容器包装の設計 ・デザ

インに当たっては,こ れらの事情 を踏まえ

て,常 に見直しを行い,バ リアフリー化の面

での改善の工夫が図られるべきである。

(6)一 方,容 器包装のバリアフリー化が進む中

で,食 品メーカーや容器メーカー等の恣意的

な改善方式の採用が進められる結果,同 一種

類の商品でも,統 一性がなく改善措置をとっ

た,容 器や包装が逆にバリアを創出する原因

となっているものも少なくない。

したがって,表 示,色 分け等によって,商

品の差別化を図ることはもちろんだが,容

器,包 装の形,大 きさ,開 封方式,利 用上の

安全性の確保などの面では,関 係企業や業界

の協調を図りつつ,統 一性の確保,標 準化を

図ることが大切である。

(7)(財)す こやか食生活協会の提唱を契機に実

現された,牛 乳,果 汁などの飲料類の紙容器

について,識 別の目的で,飲 用牛乳のみに,

その頂上部に統一的な 「切欠き」マークを付

することにしたのは,統 一化,標 準化の先導

的な好例であるといえる。なお,こ の実施過

程において,日 本農林規格(JAS)お よび日

本工業規格(JIS)の 設定 という法的,行 政的

なバ ックア ップがあったことは特記してよ

い。

なお,「切欠き」マークは紙容器の開口の方

向,位 置を確認できるマークとなる副次的効

果を生んでいる。
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ASurveyandaStudyonFoodProductsPackagedinReceptaclesfor

AppropriateQualityConservationwithoperationalityandSafeness

TsuneoTsutsumi

(SukoyakaDietaryLife:association)

1."Outsourcingoffood"continuestoprogressingeneralinfoodconsumptionasweeatout

moreoften,purchaseprocessedfoodandready-cookedmeals.Ontheotherhand.

supermarketchainsandCVSwhichadoptself-servicestyleofsellingkeepvastamount

ofthemarketshare.

Thesefactsleadtothatthefoodarticlesareusuallypackagedinreceptacles.

2. Actually,theoriginalroleoffoodreceptaclesandpackagingareasvesselsoffoodand

conservingthefood.

Moreover,inordertoavoiddamagesintransport,loadinganddisembarkationfrom

shippingtosalessituation,appropriatetoughnessinpackagestructure,materialsand

bondingareneeded.Whentheyaredisplayedinshops,thesamekindofattentionabout

treatmentandqualityconservationofthefoodshouldbepayed.

3.Ontheotherhandfirst,configurations,sizes,materials,labelsofthearticlesshouldmake

itpossibletoidentifythecontents,fromthepointofviewofpurchasersandusers.

Secondlysafenessandsmoothnessinopeningphasearetobeensured.Thirdlywhen

usingorconsumingthearticles,detailedsafenessandeasinessoftreatmentareneeded.

4.Hencewhenplanninganddesigningthereceptaclesandpackagesoffoodproducts,we

mustconsiderabouttherequirementsasdiscussedaboveconsistently.

Inthissurveyandastudywelookedinpracticebasedonthesepointsintothearticles

whicharesoldintherealmarket.

Inconsequence,wegaveanassessmentthatmanyarticlesareimprovedinsomewaysas

identifiability,easinessofopeningthesealedpackage,safenessandeasinesswhenusing

them,thatareneededbyconsumer.Theyarealsopayedattentionaboutthequality

conservationoffoodproductsandsafenesswhentransporting.Howeverthereareeven

manyarticleswhichneedmoreimprovements.

5.Intheseyearsthenumberofagedconsumersaregrowingsignificantlyandpeoplewith

decliningsensoryfunction,suchasvision,lackofmotorfunctionasgraspingpoweror

operatingwithhands.areincreasing.Accordinglythenumberofconsumers,whose

abilityofidentifyingthefoodarticleswhenpurchasingorusingaredeclinedwhodon't

havesufficientabilitytoopenthesealedpackageandoperatewiththeirhand,isgrowing.
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Thatisduetodecliningofvisionororthopedicaldisability.Hencewhenplanningand

designingthereceptaclesandpackagesoffoodproducts,basedonthesecircumstances,

continuousimprovementsandingenuitiesforbarrier-freeshouldbecarriedout.

6. Atthesametime,thoughbarrier-freeisprogressinginreceptaclesandpackaging,food

andreceptaclemanufacturershaveadoptedtheirownimprovementmethod.Soevenin

samekindofarticles,someimprovedreceptaclepackagesaretobecomenewbarrierdue

tolackofcommonoperationality.

Consequentlyalthoughithasbeentakenforgrantedthatdifferentiationinproductswith

labellingsorcoloringisnecessary,relevantenterprisesandindustrysegmentsare

urgedtoestablishuniformityandstandardizationcooperatively.

7. The"notchdie"markinthetopofpaperreceptaclesformilkisthepioneeringapproach

foruniformityandstandardizationthatwasrealizedbytheavocationofSukoyakaDiet

AcademyFoundation.Intheimplementationofthisavocationthereislegaland

administrativesupportbyJAS,orJapanAgriculturalStandardsandJIS,orJapan

JapaneseIndustrialStandards.

Meanwhilethe"notchdie"markcanalsoplaysecondaryroleofindicatingdirectionand

positionforopening.


