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PTP包装機向けポケット成形技術
Methodology for Pocket-Forming Used in PTP Blister 
Packaging Machines

PTP包装機向けポケット成形技術

　PTP包装機向けの成形方式の種類には主に圧空成形方式、真空成形方式、およびプラグ成形方式の３種類がある。
どの成形方式においても予備成形を組み合わせることによって成形ポケット肉厚分布をコントロールすることが可
能である。圧空成形方式および真空成形方式には成形圧力に正圧・負圧の違いはあるが、成形後のポケットに大きな
違いは生じない。どちらも成形ポケット肉厚分布としてポケット底面が薄い。一方、プラグ成形方式の場合は成形ポ
ケット肉厚分布として底面が厚いという特徴がある。
　当社では圧空成形方式とプラグ成形方式の2種類を採用しており、お客様のニーズに合わせて提案している。本稿
では当社で採用している錠剤やカプセル剤の形状に合わせたポケット形状を成形するための技術について紹介する。

There are three major forming methods on pharmaceutical blister packaging machines, which are 
pressure air forming method, vacuum forming method and plug forming method.
All forming methods can control film thickness distribution of blister pocket by combining with 
preforming.
Between pressure air forming method and vacuum forming method there is difference in kind of 
pressure to be applied for forming whether positive air pressure or negative pressure, but no big 
difference can be seen in formed pocket made by either method, which means bottom surface of 
formed pocket is made thinner in the film thickness distribution, on the other hand, in case of plug 
forming method bottom surface of formed pocket is made thicker in the film thickness distribution.
Our company applies two forming methods of pressure air forming method and plug forming method, 
and propose either method suitable for our customers’ requirements. 
In this article, we like to introduce pocket forming technology on pharmaceutical blister packaging 
machines to form pocket shape matching with shape of tablet and capsule.

はじめに1

　当社はこれまでブリスタ包装技術を用いて食品包装機
械や医療・医薬品業界向けの包装機械を開発してきた。
その中でもPTP包装機は国内トップシェアを持ち、海外
への事業展開も積極的に進めている主力製品群である。
　当社のPTP包装機の開発を振り返ると、その時代の
ニーズに合わせて柔軟に変化を続けてきた歴史があ
り、現在も変わらず大切にしている技術ノウハウや、
取捨選択により現在は採用しなくなった技術もある。
本稿では当社が長年培ってきたブリスタ成形技術の中
からPTP包装機におけるポケット成形技術について
紹介する。（Fig. 1）

Fig. 1 　当社のPTP 包装機の歴史

PTP 包装について2

　PTP包装とは錠剤やカプセル剤などを対象にする
包装形態のひとつである。PTPとはPress Through 
Packの略称で、内容物を指で押し出して取り出すこ
とに由来している。
　PTP包装の基本構成は容器フィルム、蓋フィルム、
および内容物の3要素で構成されている。
　容器フィルムとはポケット成形の対象となるプラス
チックシートのことである。また、成形ポケットには内
容物を保護する目的があり、その一方で容易に押し出
すことができる適度な強度が必要である。
　蓋フィルムとはヒートシールにより成形後の容器
フィルムと貼り合わせて、内容物を密封するための薄
いフィルムのことである。蓋フィルムは主にアルミニ
ウム箔からなるフィルムが採用されているが、包装仕
様により例外もある。（Fig. 2）
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Fig. 2 　PTP 包装とは

容器フィルムの種類について3

　ブリスタ包装の成形技術において容器フィルムの性
質は最も重要な要素のひとつである。PTP包装向けの
容器フィルムには一般的に熱可塑性プラスチックが用
いられており、加熱工程で適切に熱軟化させた状態の
容器フィルムを成形工程へ搬送してポケットを成形する。
　容器フィルムは主にPVC（ポリ塩化ビニル）および
CPP（無延伸ポリプロピレン）からなる単層フィルムま
たはラミネートフィルムが用いられる。ラミネート
フィルムの場合は異種プラスチックを構成材として用
いることにより、防湿性などの機能を向上させること
ができる。
　また、ラミネートフィルムの構成材として用いられ
るプラスチックの種類として代表的なものにはPVDC

（ポリ塩化ビニリデン）、PE（ポリエチレン）、PCTFE
（ポリクロロトリフルオロエチレン）、COC（環状オレ
フィンコポリマ）およびNY（ナイロン）などがある。
　プラスチック以外にもアルミニウム箔をラミネート
フィルムの構成材に用いる場合がある。これを用いた
PTP包装は容器フィルムと蓋フィルムの両方にアル
ミニウム箔を用いることから両面アルミブリスタ包装
と呼ばれており、PTP包装の中では最高水準の遮光性
と防湿性を有する包装仕様として知られている。
　金属であるアルミニウムはプラスチックのような温
度領域では熱軟化しないため、両面アルミブリスタ包
装では加熱をせず、強力な成形力を有するプラグ成形
方式を採用している。この方式を冷間プラグ成形方式
と呼んでいる。

フィルム搬送方式について4

　フィルム搬送方式には連続搬送と間欠搬送がある。
連続搬送とは運転中に止まることなく搬送する方式
で、間欠搬送とは工程の度に一時停止を繰り返す方式
である。加熱・成形工程を含む各工程が安定して稼働
するためには連続搬送に同期しながら稼働する、また
は間欠搬送の一時停止時に稼働する必要がある。また、
これらの搬送は各工程に適した方式を採用している。

ドラム式と平板式について5

　成形工程やヒートシール工程において部品形状が円
筒形状をしている場合はドラム式、平板形状をしてい
る場合は平板式と呼ばれている。本稿では成形工程に
ついてのみ取り扱うものとする。
　ドラム式の成形工程は主に連続搬送と組み合わせて
採用される。成形の繋ぎ目が無く、フィルム搬送を待
つ時間が無いため無駄なく成形時間を確保することが
できる。ただし、成形後の容器フィルムを平面に近づ
けるため成形ドラムの直径を大きくする必要があり、
一般的にドラム式の成形型は重く大きなものになる。
　平板式の成形工程は主に間欠搬送と組み合わせて採
用される。成形型は開閉動作を行う必要があり、これ
によって成形の繋ぎ目が生じる。フィルム搬送時間が
必要となるため成形工程に費やせる時間は短くなる
が、成形型はドラム式に比べてコンパクトに設計でき
る。（Fig. 3）

Fig. 3 　ドラム式と平板式

加熱方式について6

　加熱工程とは成形前に容器フィルムを熱軟化させる
工程のことである。当社の現行PTP包装機の場合は
フィルム搬送には間欠搬送、加熱・成形には平板式を
採用している。生産能力の高速化によって成形サイク
ル時間が短くなれば加熱時間も同様に短くなるため、
加熱工程では複数回の動作を重ねることで加熱時間を
補っている。
　ポケットを成形するためには十分な加熱が必要にな
る一方で、加熱・冷却を経て容器フィルムは収縮する
性質がある。また、大きなフィルム収縮は機械適性上
の多くの問題を生じさせる要因となる。

 ６－１ 　フラット加熱方式
　フラット加熱方式は容器フィルム全体を加熱範囲と
するため、ポケットの配置に合わせた専用設計を必要
としない。ただし、フラット加熱方式は加熱範囲が広
いためフィルム収縮が大きな容器フィルムには適さな
い。（Fig. 4）
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Fig. 4 　フラット加熱方式

 6－2 　ピンポイント加熱方式
　ピンポイント加熱方式とは成形に必要な最小限のみ
を加熱する方式である。加熱されない部分があること
で、フラット加熱方式と比べてフィルム収縮を抑える
効果がある。また、加熱装置と容器フィルムの接触面
積を最小限にすることで、容器フィルムからの無駄な
伝熱を防ぐことができる。
　生産能力の高速化対応として当社の現行PTP包装
機では3回の加熱により加熱時間を確保している。

（Fig. 5）

Fig. 5　ピンポイント加熱方式 

成形方式について7

　成形方式の種類には真空成形方式、圧空成形方式、
およびプラグ成形方式がある。これらの成形方式は予
備成形を組み合わせることによって成形ポケット肉厚
分布をコントロールすることができる。
　容器フィルムは加熱・冷却を経てフィルム収縮によ
りポケット位置が変動する。当社のPTP包装機では、
この変動を予め見越して金型を設計製作している。
　圧空成形方式と真空成形方式には正圧・負圧の違い
はあるが、どちらも空気の圧力を利用して容器フィル
ムを成形する。そのため、成形ポケット肉厚の分布傾
向は似ており、どちらもポケット底面が薄く、ポケッ
ト側面は厚くなる。一方、プラグ成形方式による成形
ポケット肉厚の分布傾向はポケット底面が厚く、ポ
ケット側面は薄くなる。ただし、両面アルミブリスタ

包装専用の冷間プラグ成形方式は例外である。

 7－1 　真空成形方式
　真空力は大気圧以上の圧力を得られず、その弱い成
形力でポケットを成形するためには容器フィルムを加
熱工程で十分に熱軟化しなければならない。そのため、
加熱工程では高い温度設定と熱量を与えるための時間
が必要である。また、成形力が弱いためにポケット成
形完了までの時間が長い。しかし、ポケット外側から
吸引力で成形するため、内容物が収まる成形ポケット
内の異物混入リスクが非常に低いという利点がある。
　当社のPTP包装機の歴史においても真空成形方式
を採用していた時代がある。ただし、高温成形による
金属腐食のリスクや、弱い成形力が生産能力の高速化
とユーザビリティの追求の障害となり採用しなくなっ
た背景がある。

 7－２ 　圧空成形方式
　圧縮空気は真空力と比較して高い圧力を容易に得ら
れる。また、圧縮空気による強い成形力によってポケッ
ト成形完了までの時間が短い。ただし、圧縮空気はポ
ケット内側に向けて作用するため成形ポケットへの異
物混入に対して配慮する必要がある。また、圧空成形
方式の場合は予備成形としてプラグアシストと組み合
わせることによって成形ポケット肉厚分布をコント
ロールすることが可能である。また、プラグアシスト
の無い成形型も対応可能である。（Fig. 6）

Fig. 6 　圧空成形方式

 7－3 　プラグ成形方式
　プラグ成形方式とはプラグを容器フィルムに押し込
み、プラグの先端形状に倣ってポケットを成形する成
形方式である。機械動力によって成形力を得ているた
め、圧空成形よりも成形力が強い。成形型は圧空成形
方式と比較してコンパクトにすることができる。また、
予備成形としてエアーアシストと組み合わせることに
よって成形ポケット肉厚分布をコントロールすること
が可能である。エアーアシスト成形ではポケット外側
から圧縮空気によってポケット部の容器フィルムを膨
らませるようにして伸ばす。また、エアーアシスト成
形の場合はポケット外側から成形力が作用するため、

PTP包装機向けポケット成形技術



18 CKD 技報　2021 Vol.7

鴻谷　英志　Hideshi Kohtani
自動機械事業本部
Automatic Machinery Business Division

執筆者プロフィール

内容物が収まる成形ポケット内の異物混入リスクが非
常に低い。（Fig. 7）

Fig. 7 　プラグ成形方式

 7－4 　冷間プラグ成形方式
　冷間プラグ成形方式とは両面アルミブリスタ包装専
用の加熱工程を必要としないプラグ成形方式である。
当社の冷間プラグ成形方式の場合は成形上型のポケッ
ト部周りに配置した滑り止め用のゴムシートによって
容器フィルムを把持する。
　熱軟化されていない状態の容器フィルムを強力な成
形力によってポケット成形する必要があるため、エ
アーアシストによる予備成形は対応できない。（Fig. 8）

Fig. 8 　冷間プラグ成形方式

おわりに8

　本稿では当社のPTP包装機向けのポケット成形技
術について紹介した。今後も当社の得意とするブリス
タ包装技術を応用して多様な分野に挑戦したい。
　また、冷間プラグ成形方式の予備成形に相当する技
術については複数回に分けて段階的にポケット成形す
る手段もあるが、これを実現するためには成形システ
ム全体を見直す必要がある。今後は、冷間プラグ成形
方式に対応した予備成形技術の確立を目指す。


