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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウレタン基濃度およびウレア基濃度の合計は２５～６０重量％であり、かつ酸価が５～
１００ｍｇＫＯＨ・ｇ-1のポリウレタン樹脂と、
　膨潤性無機層状化合物と、
　アミン価１００～１９００ｍｇＫＯＨ・ｇ-1のポリアミン化合物とを有し、
　前記ポリウレタン樹脂と前記ポリアミン化合物との混合比が、酸基と塩基性窒素原子と
の当量比として３．９９／１～０．９９／１であるガスバリア層が熱可塑性樹脂基材の片
面側もしくは両面側に形成されたガスバリアフィルムであって、
　前記ポリウレタン樹脂が、芳香族、芳香脂肪族および脂環族ポリイソシアネートの少な
くとも一種以上を総ポリイソシアネート化合物中に３０重量％以上含むポリイソシアネー
ト化合物と、
　ポリヒドロキシアルカンカルボン酸と、
　必要により炭素数２～８のポリオール成分を総ポリオール化合物中に９０重量％以上含
むポリオール化合物と、
　アンモニア、アンモニア誘導体、ジアミン、ヒドラジン、およびヒドラジン誘導体の少
なくとも一種以上から選択される鎖伸長剤と、
　中和剤とを添加して得られるものである
　ことを特徴とするガスバリアフィルム。
【請求項２】
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　前記ポリイソシアネート化合物が、キシリレンジイソシアネートまたは水添キシリレン
ジイソシアネートのいずれか一方もしくは両方である請求項１に記載のガスバリアフィル
ム。
【請求項３】
　前記膨潤性無機層状化合物が、水膨潤性雲母またはモンモリロナイトのいずれか一方も
しくは両方である請求項１に記載のガスバリアフィルム。
【請求項４】
　前記ポリウレタン樹脂と前記膨潤性無機層状化合物との混合比が、固形分比として１０
０／１～１００／１００である請求項１に記載のガスバリアフィルム。
【請求項５】
　単位面積当たりの前記ガスバリアフィルムの下記残留量測定法に基づく測定において、
揮発性塩基化合物残留量は１ｍｇ・ｍ-2以下であることを満たす請求項１に記載のガスバ
リアフィルム。
（残留量測定法：０．０４ｍ2相当のガスバリアフィルムを内容量２０ｍｌバイヤル瓶に
入れ封緘し、１２０℃で１５分間加熱した後、前記バイヤル瓶内の気体を一定量抜き取り
、ガスクロマトグラフィーに装填する。併せて、揮発性塩基化合物を指標としてその濃度
を変化させながら同ガスクロマトグラフィーに装填する。揮発性塩基化合物の指標（リテ
ンションタイム）から、当該ガスバリアフィルム１ｍ2当たりに含まれている揮発性塩基
化合物残留量（ｍｇ・ｍ-2）を算出する。）
【請求項６】
　前記ガスバリア層の上にさらに水性インキによる印刷が施されている請求項１に記載の
ガスバリアフィルム。
【請求項７】
　前記ガスバリア層の上にさらに水性ヒートシール剤が塗布されている請求項１に記載の
ガスバリアフィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガスバリアフィルムに関し、特にポリウレタン樹脂を熱可塑性基材の片面側
もしくは両面側に積層したガスバリアフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ポリオレフィンフィルム、ポリエステルフィルム等の熱可塑性樹脂フィルムは、
その良好な加工適性や優れた機械強度、透明性、製袋性等の二次加工適性から、包装フィ
ルムとして汎用されている。そして、この種の包装フィルムには、食品、医薬品等を封入
した際の酸化劣化の防止をはじめ、金属部品等を包装した際の防錆性能を上げるため、水
蒸気、酸素、香気成分等に対し、その透過を抑制すべくガスバリア性の向上が図られてき
た。
【０００３】
　そこで、ガスバリア性を持たせるため、前記熱可塑性樹脂フィルムの片面あるいは両面
上には塩化ビニリデン系樹脂を主要成分とするガスバリア層の形成や、ポリビニルアルコ
ール系樹脂と無機層状化合物よりなるガスバリア層の積層が行われている（特許文献１参
照）。加えて、エチレン－ビニルアルコール共重合体の水性分散液と無機物フィラーとを
配合してガスバリア性を持たせた積層体が提案されている（特許文献２参照）。
【０００４】
　しかしながら、上記の塩化ビニリデン系樹脂を主要成分とするガスバリア層が形成され
たガスバリアフィルムでは、当該フィルムの低温下の焼却によりダイオキシン等の有機塩
素系化合物の発生が懸念され、環境対策上好ましくない。また、特許文献１ポリビニルア
ルコール系樹脂からなるフィルムおよび特許文献２のエチレン－ビニルアルコール共重合
体を含む積層体に関しては、高湿度下におけるガスバリア性の低下が知られ、用途が限定
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される問題点がある。
【０００５】
　上記の高湿度下におけるガスバリア性の低下を改善するために、無機板状粒子および水
溶性高分子を主成分とするガスバリアフィルムが提案されている（特許文献３参照）。し
かし、前記特許文献３のガスバリアフィルムでは水溶性高分子として高水素結合性水溶性
高分子を構成成分としている。このため、塗膜（ガスバリア層）の構成成分を含んだ塗剤
の粘度が高くなり、高濃度での塗工が困難であった。また、前記特許文献３のガスバリア
フィルムは、水分を保持し易いため乾燥性が好ましくないという問題がある。
【特許文献１】特開平６－９３１３３号公報
【特許文献２】特開平６－５７０６６号公報
【特許文献３】特開２００１－４８９９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記の点に鑑みなされたものであり、高湿度下でも優れたガスバリア性を発
揮すると同時に良好な塗工性を備えたガスバリアフィルムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、請求項１の発明は、ウレタン基濃度およびウレア基濃度の合計は２５～６０
重量％であり、かつ酸価が５～１００ｍｇＫＯＨ・ｇ-1のポリウレタン樹脂と、膨潤性無
機層状化合物と、アミン価１００～１９００ｍｇＫＯＨ・ｇ-1のポリアミン化合物とを有
し、前記ポリウレタン樹脂と前記ポリアミン化合物との混合比が、酸基と塩基性窒素原子
との当量比として３．９９／１～０．９９／１であるガスバリア層が熱可塑性樹脂基材の
片面側もしくは両面側に形成されたガスバリアフィルムであって、前記ポリウレタン樹脂
が、芳香族、芳香脂肪族および脂環族ポリイソシアネートの少なくとも一種以上を総ポリ
イソシアネート化合物中に３０重量％以上含むポリイソシアネート化合物と、ポリヒドロ
キシアルカンカルボン酸と、必要により炭素数２～８のポリオール成分を総ポリオール化
合物中に９０重量％以上含むポリオール化合物と、アンモニア、アンモニア誘導体、ジア
ミン、ヒドラジン、およびヒドラジン誘導体の少なくとも一種以上から選択される鎖伸長
剤と、中和剤とを添加して得られるものであることを特徴とするガスバリアフィルムに係
る。
【０００８】
　請求項２の発明は、前記ポリイソシアネート化合物が、キシリレンジイソシアネートま
たは水添キシリレンジイソシアネートのいずれか一方もしくは両方である請求項１に記載
のガスバリアフィルムに係る。
【０００９】
　請求項３の発明は、前記膨潤性無機層状化合物が、水膨潤性雲母またはモンモリロナイ
トのいずれか一方もしくは両方である請求項１に記載のガスバリアフィルムに係る。
【００１０】
　請求項４の発明は、前記ポリウレタン樹脂と前記膨潤性無機層状化合物との混合比が、
固形分比として１００／１～１００／１００である請求項１に記載のガスバリアフィルム
に係る。
【００１１】
　請求項５の発明は、単位面積当たりの前記ガスバリアフィルムの下記残留量測定法に基
づく測定において、揮発性塩基化合物残留量は１ｍｇ・ｍ-2以下であることを満たす請求
項１に記載のガスバリアフィルムに係る。
【００１２】
　なお、残留量測定法とは、０．０４ｍ2相当のガスバリアフィルムを内容量２０ｍｌバ
イヤル瓶に入れ封緘し、１２０℃で１５分間加熱した後、前記バイヤル瓶内の気体を一定
量抜き取り、ガスクロマトグラフィーに装填する。併せて、揮発性塩基化合物を指標とし
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てその濃度を変化させながら同ガスクロマトグラフィーに装填する。揮発性塩基化合物の
指標（リテンションタイム）から、当該ガスバリアフィルム１ｍ2当たりに含まれている
揮発性塩基化合物残留量（ｍｇ・ｍ-2）を算出する方法である。
【００１３】
　請求項６の発明は、前記ガスバリア層の上にさらに水性インキによる印刷が施されてい
る請求項１に記載のガスバリアフィルムに係る。
【００１４】
　請求項７の発明は、前記ガスバリア層の上にさらに水性ヒートシール剤が塗布されてい
る請求項１に記載のガスバリアフィルムに係る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のガスバリアフィルムによると、ポリウレタン樹脂と、膨潤性無機層状化合物と
、ポリアミン化合物とを含むガスバリア層を熱可塑性樹脂基材の片面側もしくはその両面
側に形成するため、低湿度下におけるガスバリア性に優れるだけでなく、高湿度下におけ
るガスバリア性にも優れた効果を発揮する。さらに塩素成分を含有しないため、焼却時の
ダイオキシン等の発生原因となることがない。
【００１６】
　特に請求項５の発明に係るガスバリアフィルムによると、単位面積当たりのガスバリア
フィルムについて、残留量測定法に基づく測定における揮発性塩基化合物残留量は１ｍｇ
・ｍ-2以下であることを満たすため、当該ガスバリアフィルム自体から拡散される臭気成
分を抑制することが可能となった。
【００１７】
　また、請求項６および請求項７の発明に係るガスバリアフィルムによると、水性インキ
による印刷、水性ヒートシール剤の塗布等においても良好な性質を示し、包装資材として
の利便性が向上した。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明のガスバリアフィルムは、薄層状の熱可塑性樹脂基材の片面側もしくはその両面
側にガスバリア層が形成されたものである。前記ガスバリア層は、ポリウレタン樹脂と、
膨潤性無機層状化合物と、ポリアミン化合物とを有し、これら３種類の組成物を水等に分
散させた後、熱可塑性樹脂基材表面に塗工したものである。以下、本発明のガスバリアフ
ィルムの組成成分について詳述する。
【００１９】
　請求項１の発明に規定するとおり、前記ポリウレタン樹脂では、ウレタン基濃度および
ウレア基濃度の合計を２５～６０重量％、特に３０～５５重量％とすることが好ましい。
後述する実施例に開示するポリウレタン樹脂の調整より理解されるように、ポリウレタン
樹脂は、水中で攪拌されることにより適宜粒径の水分散体として生成される。従って、当
該ポリウレタン樹脂における水分散化を図るためには、水との親和性を高める必要がある
。さらにポリウレタン樹脂同士の凝集性を向上させてガスバリア性を高める働きがある。
これらを鑑み、極性を有する官能基であるウレタン基およびウレア基の存在比率が高いこ
とが望まれる。
【００２０】
　なお、上記ウレタン基濃度及びウレア基濃度とは、ウレタン基の分子量（５９ｇ／当量
）、ウレア基の分子量（アミノ基が１級アミノ基の場合５８ｇ／当量、アミノ基が２級ア
ミノ基（イミノ基）の場合５７ｇ／当量）を繰り返し構成単位構造の分子量で割った値で
ある。
【００２１】
　加えて前記ポリウレタン樹脂における酸価を５～１００ｍｇＫＯＨ・ｇ-1、特に１０～
６０ｍｇＫＯＨ・ｇ-1とすることが好ましい。すなわち、ポリウレタン樹脂は前記範囲の
酸価とすることにより、適度な水分散性を保持することができる。
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【００２２】
　ポリウレタン樹脂の酸価は、当該ポリウレタン樹脂（１ｇ）中のＣＯＯＨ等の酸性基を
中和するために要したＫＯＨの当量であり、樹脂組成原料から算出される。
【００２３】
　ここでポリウレタン樹脂の組成について説明する。これは、芳香族、芳香脂肪族および
脂環族ポリイソシアネートの少なくとも一種以上を当該ポリイソシアネート化合物中に３
０重量％以上含むポリイソシアネート化合物と、ポリヒドロキシカルボン酸と、必要によ
り炭素数２～８のポリオール成分を当該ポリオール化合物中に９０重量％以上含むポリオ
ール化合物を混合し、後述する中和剤を添加して水等の溶媒中での分散性が高められる。
この後、鎖伸長剤として、アンモニア、アンモニア誘導体、ジアミン、ヒドラジンおよび
ヒドラジン誘導体の中から選択される少なくとも一種以上（つまり、単独でも２種以上で
も可）が添加されることにより鎖伸長が進みポリウレタン樹脂が形成される。前記の各組
成成分同士の調整は公知の水分散性ポリウレタン樹脂の製造方法によるものである。
【００２４】
　なお、前記ポリヒドロキシアルカンカルボン酸中に存在する水酸基がポリオール化合物
の作用を兼ねるため、反応系に応じてはポリオール化合物の添加が省略されることがある
。また、前記のアンモニア、ジアミン等の鎖伸長剤の添加時期は、種々の反応法により、
上記の製法の他に適宜の時点に設定される。
【００２５】
　前記ポリイソシアネートのうち、芳香族ポリイソシアネートとしては、ｐ－フェニレン
ジイソシアネート、４，４′－ジフェニルジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソ
シアネート（ＮＤＩ）、４，４′－、２，４′－または２，２′－ジフェニルメタンジイ
ソシアネートもしくはその混合物（ＭＤＩ）、２，４－または２，６－トリレンジイソシ
アネートもしくはその混合物（ＴＤＩ）、４，４′－トルイジンジイソシアネート（ＴＯ
ＤＩ）、４，４′－ジフェニルエーテルジイソシアネート等が例示され、これらの混合物
であっても良い。
【００２６】
　次に、芳香脂肪族ポリイソシアネートとしては、１，３－または１，４－キシリレンジ
イソシアネートもしくはその混合物（ＸＤＩ）、１，３－または１，４－テトラメチルキ
シリレンジイソシアネートもしくはその混合物（ＴＭＸＤＩ）、ω，ω′－ジイソシアネ
ート－１，４－ジエチルベンゼン等が例示される。むろんこれらの混合物であっても良い
。
【００２７】
　さらに、脂環族ポリイソシアネートとしては、１，３－シクロペンテンジイソシアネー
ト、１，４－シクロヘキサンジイソシアネート、１，３－シクロヘキサンジイソシアネー
ト、３－イソシアネートメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシルイソシアネート
（イソホロンジイソシアネート；ＩＰＤＩ）、４，４′－、２，４′－または２，２′－
ジシクロヘキシルメタンジイソシアネートもしくはその混合物（水添ＭＤＩ）、メチル－
２，４－シクロヘキサンジイソシアネート、メチル－２，６－シクロヘキサンジイソシア
ネート、１，３－または１，４－ビス（イソシアネートメチル）シクロヘキサンもしくは
その混合物（水添ＸＤＩ）、ビス（イソシアネートメチル）ノルボルナン等が例示される
。当然ながらこれらの混合物であっても良い。
【００２８】
　発明者の検証によると、芳香族、芳香脂肪族および脂環族ポリイソシアネートの少なく
とも一種以上を総ポリイソシアネート化合物中に３０重量％以上含有することにより、良
好なガスバリア性を得るに至った。この場合、ポリイソシアネートは、芳香族、芳香脂肪
族および脂環族のいずれか単独あるいは２種以上の混合としても良い。なお、前記ポリイ
ソシアネートは、上記列記の芳香族、芳香脂肪族、脂環族に加えて、例えば、トリメチレ
ンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート等の脂肪族ポリイソシアネートが
加わることもある。
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【００２９】
　とりわけ、請求項２の発明に規定されるとおり、ポリイソシアネート化合物としては、
１，３－または１，４－キシリレンジイソシアネートもしくはその混合物（ＸＤＩ）であ
るキシリレンジイソシアネート、１，３－または１，４－ビス（イソシアネートメチル）
シクロヘキサンもしくはその混合物（水添ＸＤＩ）である水添キシリレンジイソシアネー
トがより好適である。
【００３０】
　前記ポリヒドロキシアルカンカルボン酸としては、２，２－ジメチロールプロピオン酸
、２，２－ジメチロール酪酸、２，２－ジメチロール吉草酸等のジヒドロキシカルボン酸
（炭素数が２～１０のジヒドロキシカルボン酸）、ジオキシマレイン酸などの炭素数が４
～１０のジヒドロキシ多価カルボン酸、２，６－ジヒドロキシ安息香酸などのジヒドロキ
シ芳香族カルボン酸等が例示される。
【００３１】
　上述のとおり選択的に配合されるポリオール化合物としては、ガスバリア性の観点から
炭素数が２～８であるエチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ペ
ンタンジオール、ヘキサンジオール、ヘプタンジオール、オクタンジオール、ジエチレン
グリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ジプロピレングリコ
ール等が例示される。
【００３２】
　続いて、アンモニア、アンモニア誘導体には、アンモニアに加えて、エチルアミン、イ
ソプロピルアミン、Ｎ－メチルエタノールアミン等が挙げられる。また、ジアミン、ヒド
ラジンおよびヒドラジン誘導体には、ヒドラジンに加えて、脂肪族ジアミンとしてエチレ
ンジアミン、トリメチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン
、ヘキサメチレンジアミン、プロピレンジアミン、２，２，４－トリメチルヘキサメチレ
ンジアミン、２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン
、芳香族アミンとしてｍ－またはｐ－フェニレンジアミン、１，３－または１，４－キシ
リレンジアミンもしくはその混合物等、脂環族ジアミンとして水添キシリレンジアミン、
ビス（４－アミノシクロヘキシル）メタン、イソホロンジアミン、ビス（４－アミノ－３
－メチルシクロヘキシル）メタン等がある。他に、２－ヒドラジノエタノール、２－［（
２－アミノエチル）アミノ］エタノール、２－ヒドロキシエチルアミノプロピルアミン等
の水酸基を持つジアミン、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルジメトキシシラン、
γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメトキシシラン等の分子内にケイ素を有す
るシランカップリング剤等も列記される。以上列記のアンモニア、アンモニア誘導体、ヒ
ドラジン、各種ジアミン等の成分は、単独もしくは２種以上組み合わされて鎖伸長剤とし
て利用される他、中和剤としても利用される。
【００３３】
　また、カルボキシル基等のアニオン性の親水性基を導入したポリウレタン樹脂の中和に
は、中和剤としては、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属、水酸化ナトリ
ウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物、水酸化カルシウム、水酸化マグネシ
ウム等のアルカリ土類金属の水酸化物、アンモニア、トリメチルアミン、トリエチルアミ
ン等のモノ、ジまたはトリアルキルアミン（炭素数１～４）、モノエタノールアミン、ジ
エタノールアミン、トリエタノールアミンなどのモノ、ジまたはトリアルカノールアミン
（炭素数１～４）、モルホリン、メチルモルホリン等の複素環式アミン等が例示され、単
独でまたは２種類以上組み合わせて使用される。ガスバリア性の観点から、炭素数１～３
のアルキル基で置換されたモノ、ジ、またはトリアルキルアミン、モノブチルアミン、炭
素数１～３のアルカノール基で置換されたアルカノールアミン、炭素数１～３のアルキル
基および炭素数１～３のアルカノール基で置換されたアルキルアルカノールアミン、モル
ホリン、メチルモルホリン、ジメチルモルホリン、アンモニア等の揮発性塩基化合物が好
ましい。さらに好ましくは、アンモニア、トリエチルアミン、などの沸点が１００℃以下
の揮発性塩基化合物である。ポリウレタン樹脂のプレポリマーを、水を含む溶媒中に溶解
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あるいは分散させるため、アニオン性の親水性基を上記中和剤により中和させた後、前記
鎖伸長剤を添加することが好ましい。
【００３４】
　請求項１の発明に規定されるガスバリア層の組成成分である膨潤性無機層状化合物とし
ては、当該単位結晶層間にポリウレタン樹脂、ポリアミン化合物、溶媒を保持して配位、
吸収・膨潤する性質を持つ粘土化合物が用いられる。すなわち、スメクタイト族、バーミ
キュライト族、マイカ族の天然粘土および合成粘土鉱物が好ましく、請求項３の発明に規
定されるとおり、スメクタイト族であるモンモリロナイトと、マイカ族である水膨潤性雲
母が特に好ましい。前記膨潤性無機層状無合物は極薄の単位結晶になるまで粉砕されるこ
とにより、前記ポリウレタン樹脂、ポリアミン化合物が含まれる溶媒中へ均一に分散され
る。なお、前記膨潤性無機層状化合物はモンモリロナイトもしくは水膨潤性雲母の単独ま
たは組み合わせにより使用することができる。
【００３５】
　このガスバリア層においては、請求項４の発明に規定され、後述の実施例から理解され
るように、前記ポリウレタン樹脂と前記膨潤性無機層状化合物との混合比は、固形分比（
重量比換算）として、１００（ポリウレタン樹脂）／１（膨潤性無機層状化合物）～１０
０（ポリウレタン樹脂）／１００（膨潤性無機層状化合物）の範囲が適当である。なおさ
らに好ましくは、１００（ポリウレタン樹脂）／４（膨潤性無機層状化合物）～１００（
ポリウレタン樹脂）／７０（膨潤性無機層状化合物）の範囲である。前記膨潤性無機層状
化合物の混合比を増すことによりガスバリア性は向上するものの、ガスバリアフィルムと
しての可撓性が悪くなり、フィルムの取り扱いの劣化が指摘される。そのため、ガスバリ
ア性とフィルムの利便性とを勘案して上記の混合比とすることが好ましい。
【００３６】
　同じく請求項１の発明に規定されるガスバリア層の組成成分であるポリアミン化合物と
しては、前記した各種のジアミンに加えて、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラ
ミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンヘキサミン等のアミノ基を３個以上有
するアミン化合物の他、ウレタン変性ポリアミン化合物、ポリエチレンイミン、ポリビニ
ルアミン、ポリアリルアミン等のオリゴマーまたは高分子化合物の利用も検討される。
【００３７】
　これらのポリアミン化合物について、請求項１の発明に規定されるように、アミン価は
、１００～１９００ｍｇＫＯＨ・ｇ-1の範囲内であり、特には１５０～１８５０ｍｇＫＯ
Ｈ・ｇ-1とすることが望ましい。一般にアミン価が高いポリアミン化合物であるほど、前
述のポリウレタン樹脂の中和塩基とポリアミン化合物の塩基性窒素原子あるいは膨潤性無
機層状化合物層面上（または層間内）に存在する交換性カチオンと、ポリアミン化合物の
塩基性窒素原子との交換反応は、効率よく促進し、ポリアミン化合物を介してアニオン－
カチオンの相互作用が進行するものと考えられる。しかしながら、エチレンジアミンのよ
うにアミン価が１８５０ｍｇＫＯＨ・ｇ-1を上まわるポリアミンの場合、一般にその分子
量は小さくなり、ポリアミン化合物の揮発・拡散も進行し易くなるため、適宜の分子量も
必要となる。また、アミン価が小さいポリアミンは一般に分子量が大きく親水性が低下す
るため、水溶性もしくは水分散性のポリアミン化合物を選択する必要がある。
【００３８】
　ポリアミン化合物のアミン価は、当該化合物１ｇ内に存在する１，２，３級アミン（塩
基性窒素原子）に対してこれを中和するのに要する塩酸の当量をＫＯＨｍｇで換算して表
わされる。なお、ポリアミン化合物のアミン価も算出により求められる場合もある。
【００３９】
　ポリウレタン樹脂とポリアミン化合物との混合比は、後述の実施例から理解されるよう
に、ポリウレタン樹脂内に存在する酸基と、ポリアミン化合物樹脂内に存在する塩基性窒
素原子との当量比に換算し、（前者：酸基）／（後者：塩基性窒素原子）として、１０／
１～１／１０の範囲が適当であり、好ましくは、５／１～１／２の範囲である。さらには
、実施例の酸基と塩基性窒素原子との当量比において示されているように、３．９９／１
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～０．９９／１の範囲となる。ポリウレタン樹脂とポリアミン化合物との混合比は理論上
、釣り合う点が最適であるが、ポリウレタン樹脂自体の分子量、反応条件、未反応物の残
存等により適宜変化する。
【００４０】
　本発明のガスバリアフィルムは上記したとおり、ポリウレタン樹脂、膨潤性無機層状化
合物、ポリアミン化合物を主たる構成成分とする塗剤を熱可塑性樹脂基材に塗布し、塗膜
（ガスバリア層）を形成した積層構造のガスバリアフィルムである。このガスバリア層は
、以下の構造によりガスバリア性を発揮すると推定される。
【００４１】
　すなわち、膨潤性無機層状化合物は、前述のとおり極薄の単位結晶からなり、水等の溶
媒（塗剤）中において、単位結晶層間に溶媒を配位、吸収・膨潤し、分散処理により層間
での劈開が起こる。当該溶媒中にポリウレタン樹脂、ポリアミン化合物が存在している場
合、ランダムに分散した膨潤性無機層状化合物の単位結晶層間にポリウレタン樹脂、ポリ
アミン化合物の粒子が溶媒とともに存在している状態となる。このような状態にあるポリ
ウレタン樹脂、ポリアミン化合物、膨潤性無機層状化合物を含む塗剤を熱可塑性樹脂基材
（フィルム）上に塗布する。そして、その後の乾燥する工程において、膨潤性無機層状化
合物はその単位結晶層間にポリウレタン樹脂、ポリアミン化合物を挟んだ状態で互いの結
晶面同士が入り組んで重なり合う。
【００４２】
　このとき、膨潤性無機層状化合物の単位結晶面とポリウレタン樹脂との間およびポリウ
レタン樹脂の粒子同士の間は、蒸発する溶媒の通り道として働くものと推察される。そし
て、乾燥の最終段階においてポリウレタン樹脂は互いに最密充填しようとして、入り組ん
で重なり合った膨潤性無機層状化合物の単位結晶層間の間隙は小さくなる。ポリアミン化
合物の存在は、前述したアニオン－カチオン相互作用効果により、これらポリウレタン樹
脂同士、ポリウレタン樹脂と膨潤性無機層状化合物間、膨潤性無機層状化合物同士の凝集
力を高める効果があり、酸素等の気体分子の透過を困難にすることができると考えられる
。なお、本発明におけるガスバリア層の厚さは特に限定されないが、ガスバリアフィルム
としての機能（ガスバリア性）の保持および製造コストの観点から、０．１～４μｍ、好
ましくは０．３～２μｍである。
【００４３】
　本発明のガスバリアフィルムにおいては、そのガスバリア性および透明性が損なわれな
い限りであれば、前記ガスバリア層に各種の添加剤が含まれていてもよい。添加剤として
は、酸化防止剤、耐候剤、熱安定剤、滑剤、結晶核剤、紫外線吸収剤、着色剤、酸素吸収
剤等であり、これらはガスバリア層の全重量に対して２５重量％以下まで含有されていて
もよい。加えて、前記ガスバリアフィルムの透明性およびガスバリア性が損なわれない範
囲内であれば、前記ガスバリア層に無機系微粒子、有機系微粒子が含まれていてもよい。
無機系微粒子、有機系微粒子としては、例えばカオリン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム
、フッ化カルシウム、フッ化リチウム、リン酸カルシウム、コロイダルシリカ、水ガラス
、架橋アクリル系粒子、架橋ポリスチレン系粒子等が挙げられる。これらはガスバリア層
の全重量に対して、最大２０重量％まで含まれていてもよい。
【００４４】
　また、熱可塑性樹脂基材としては、例えば、エチレン単独重合体、エチレンとプロピレ
ン、１－ブテン、１－ペンテン、１－ヘキセン、４－メチル－１－ペンテン等の１種また
は２種以上のα－オレフィンとのランダムまたはブロック共重合体、エチレンと酢酸ビニ
ル、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸メチルとの１種または２種以上のランダムま
たはブロック共重合体、プロピレン単独重合体、プロピレンとプロピレン以外のエチレン
、１－ブテン、１－ペンテン、１－ヘキセン、４－メチル－１－ペンテン等の１種または
２種以上のα－オレフィンとのランダムまたはブロック共重合体、１－ブテン単独重合体
、アイオノマー樹脂、さらに前記したこれらの重合体の混合物などのポリオレフィン系樹
脂、石油樹脂およびテルペン樹脂等の炭化水素系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポ
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リブチレンテレフタレートおよびポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂、ナ
イロン６、ナイロン６６、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン６１０、ナイロン６／
６６、ナイロン６６／６１０およびナイロンＭＸＤ等のポリアミド系樹脂、ポリメチルメ
タクリレート等のアクリル系樹脂、ポリスチレン、スチレン－アクリロニトリル共重合体
等のスチレン－アクリロニトリル系樹脂、ポリイミド樹脂、ポリビニルアルコール、エチ
レン－ビニルアルコール共重合体等の水素結合性樹脂、ポリカーボネート樹脂等が挙げら
れる。これらの樹脂は１種類単独もしくは２種類以上を混合しても良く、また、積層も可
能である。ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、スチレン－
アクリロニトリル系樹脂、水素結合性樹脂、ポリカーボネート樹脂は、透明性、機械的強
度、包装適性等が優れているため好ましく、この中で特に好ましいのは、ポリオレフィン
系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂である。
【００４５】
　前述の熱可塑性樹脂基材（熱可塑性樹脂フィルム）は、包装用途、特にガスバリアフィ
ルムとして好適に使用されるためには透明性を有することが望ましい。そのため、ヘイズ
値（ＪＩＳ　Ｋ　７１０５もしくはＡＳＴＭ　Ｄ１００３に準拠）が１５％以下であるこ
とが好ましく、１０％以下であることがさらに好ましい。また、熱可塑性樹脂フィルムの
厚さは、特に限定されないが、一般的には１～５００μｍの範囲である。５～１００μｍ
であると、延伸加工性、水蒸気バリア性、酸素バリア性、製袋加工性を良好とする上で好
ましい。さらに好ましくは、１０～５０μｍである。
【００４６】
　前記の熱可塑性樹脂基材には、必要に応じて、帯電防止剤、防曇剤、アンチブロッキン
グ剤、熱安定剤、酸化防止剤、光安定剤、結晶核剤、滑剤、紫外線吸収剤、滑り性付与お
よびアンチブロッキング性付与を目的とした界面活性剤等の公知の添加剤が、本発明のガ
スバリアフィルムのガスバリア性および透明性を損なわない程度であれば配合されること
もある。
【００４７】
　また、熱可塑性樹脂基材（熱可塑性樹脂フィルム）の製造方法としては、溶液キャスト
法、Ｔダイ法、チューブラー法、カレンダー法等の公知の方法が使用される。前記熱可塑
性樹脂基材は、その機械的物性等から、延伸フィルムであることが好ましい。延伸フィル
ムを製造する際の延伸方法は、ロール－一軸延伸、圧延、逐次二軸延伸、同時二軸延伸、
チューブラー延伸等の公知の方法が使用できる。特に、逐次二軸延伸、同時二軸延伸が、
厚薄精度、機械的物性等の点で優れているため好ましい。
【００４８】
　熱可塑性樹脂基材上にガスバリア層の塗膜を形成する方法（コート法）は特に限定され
ず、グラビアコート、リバースコート、エアナイフコート、メタリングバーコートなどの
公知のコート法が適用でき、適宜組み合わせることにより複数層のガスバリア層の塗膜を
形成することもできる。前記の塗膜の形成は、どの段階で行ってもよく、例えば、前記熱
可塑性樹脂基材を前述の製造方法で述べたように縦一軸延伸した後に塗膜の形成を行い続
けて横延伸する方法、二軸延伸加工後に引き続いて塗膜を形成する方法等のインラインコ
ートする方法、あるいはオフラインコートする方法のいずれを採用してもよい。その中で
も、乾燥条件の制御の容易さ等の観点からオフラインコートが好ましい。熱可塑性樹脂基
材はガスバリア層の塗布前に公知の接着促進処理、例えば空気中、窒素ガス中、窒素／炭
酸ガスの混合ガス、その他の雰囲気下でのコロナ放電処理、減圧下でのプラズマ処理、火
炎処理、紫外線処理等を施していてもよい。もちろん、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ア
クリル樹脂、ポリエチレンイミン等の公知のアンカー処理剤を用いてアンカー処理を施し
ても良い。
【００４９】
　ガスバリア層からなる塗膜の乾燥方法は特に限定されず、熱ロール接触法、熱媒（空気
、オイル等）接触法、赤外線加熱法、マイクロ波加熱法等が利用できる。ガスバリア層の
乾燥は、ガスバリアフィルムのガスバリア性を保持するという観点から、６０℃～１６０
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℃の範囲内で行われることが好ましく、乾燥の時間としては１～６０秒、好ましくは３～
３０秒である。
【００５０】
　ガスバリア層の構成成分を含んだ塗剤は、溶媒に膨潤性無機層状化合物粒子が均一に分
散もしくは膨潤し、かつポリウレタン樹脂が均一に分散した溶液が好ましい。溶媒として
は水または水と低級アルコールとの混合溶液が用いられる。水と低級アルコールとの混合
溶液を用いると乾燥を短時間で行うことが可能となり好ましい。低級アルコールとは炭素
数１～３の直鎖または分岐鎖の脂肪族基を有するアルコール性化合物であり、例えばメタ
ノール、エタノール、ｎ－またはイソ－プロパノールが好ましく用いられる。溶媒におけ
る水と低級アルコールとの混合比率は重量比で（前者：水）／（後者：アルコール）とし
て、１００／０～７０／３０が好ましく、１００／０～９０／１０がさらに好ましい。塗
剤の濃度は特に限定されないが、乾燥効率の観点から５重量％以上で行うことが好ましい
。前記塗剤の粘度は、塗工性の観点から、５０ｃｐｓ以下、好ましくは３０ｃｐｓ以下で
ある。
【００５１】
　また、塗剤中には、ガスバリア層塗膜の成膜性あるいは塗布性を高めるため、塗剤の安
定性が損なわれない範囲で、水溶性有機化合物を添加しても良い。水溶性有機化合物とし
ては、溶媒として使用される上記低級アルコール以外に、グリコール類、グリコール誘導
体、グリセリン、ワックス等の多価アルコール類、エーテル類、ケトン類、ポリビニルア
ルコール系樹脂、ポリアクリル酸系樹脂、ポリスチレンスルホン酸系樹脂、エポキシ系樹
脂等の水溶性樹脂等が挙げられる。
【００５２】
　前述の塗剤の調整方法は、特に限定されるものではない。膨潤性無機層状化合物を溶媒
に均一に分散させた分散液と、ポリウレタン樹脂の水分散液とを混合する方法が有効に用
いられるが、当該塗剤中でポリウレタン樹脂と膨潤性無機層状化合物が極めて均一に分散
していることが好ましい。ポリアミン化合物は任意の段階に添加でき、膨潤性無機層状化
合物の分散液あるいはポリウレタン樹脂分散液、さらにはポリウレタン樹脂と膨潤性無機
層状化合物を含む分散液に添加してもよい。特に膨潤性無機層状化合物は、分散液中で二
次凝集している可能性があるために、当該膨潤性無機層状化合物を溶媒に分散させた後に
、せん断力、ずり応力のかかるホモミキサー、ジェットミル、ニーダー、サンドミル、ボ
ールミル、３本ロール等の装置を用いて機械的な強制分散処理を行う方法が好ましく用い
られる。また、少なくともポリウレタン樹脂とポリアミンを含む塗剤の調整段階において
、真空撹拌装置等を用いた濃縮操作により、揮発性塩基化合物を除去しても良い。あらか
じめ濃縮操作で揮発性塩基化合物を除去することにより、塗剤の塩基性度を下げることが
でき、塗布装置の腐食低減効果や、ガスバリアフィルム中の揮発性塩基化合物の残留量を
より少なくする効果が期待できる。
【００５３】
　このようにして得られたガスバリアフィルムについて、単位面積当たり（１ｍ2当たり
）に残留する揮発性塩基化合物の残留量は、請求項５の発明に規定するように、次の残留
量測定法に基づく測定において、１ｍｇ・ｍ-2以下を満たすことが望ましい。
【００５４】
　当該残留量測定法は、０．０４ｍ2相当のガスバリアフィルムを内容量２０ｍｌバイヤ
ル瓶に入れ封緘し、１２０℃で１５分間加熱した後、前記バイヤル瓶内の気体を一定量抜
き取り、ガスクロマトグラフィーに装填する。併せて、揮発性塩基化合物を指標としてそ
の濃度を変化させながら同ガスクロマトグラフィーに装填する。揮発性塩基化合物の指標
（リテンションタイム）から、当該ガスバリアフィルム１ｍ2当たりに含まれている揮発
性塩基化合物残留量（ｍｇ・ｍ-2）を算出する測定法である。ちなみに、後述する実施例
においては揮発性塩基化合物の指標としてトリエチルアミンを用いたが、この他にアンモ
ニア等が用いられる場合もあり、揮発性塩基化合物の指標化合物は適宜選択される。
【００５５】
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　特に本発明のように揮発性塩基化合物の空気拡散を低減することにより、ガスバリアフ
ィルムから発生する臭気を抑制することができる。むろん、熱可塑性樹脂基材の表面に形
成されるガスバリア層の層厚により検出される揮発性塩基化合物の量は変動するが、汎用
品のガスバリアフィルムとしては請求項７に規定する範囲（揮発性塩基化合物の残留量は
１ｍｇ・ｍ-2以下）を満たす必要がある。
【００５６】
　さらに、本発明のガスバリアフィルムにあっては、請求項６の発明に規定されるように
、そのガスバリア層の上に水性インキにより適宜の印刷が施され、包装用資材として利用
される。使用可能な水性インキとしては、東洋インキ製造株式会社製ＪＷ２２４アクワエ
コール、大日本インキ株式会社製マリーンプラスＧ等が挙げられる。
【００５７】
　加えて、請求項７の発明に規定されるように、そのガスバリア層の上に水性ヒートシー
ル剤が塗布され、ガスバリアフィルム同士のヒートシール特性の向上が図られる。使用可
能な水性ヒートシール剤としては、サイデン化学株式会社製サイビノール、住友精化株式
会社製ザイクセン等が挙げられる。
【００５８】
　ウレタン基およびウレア基を多く含むガスバリア層の表面エネルギーは高いため、水性
インキおよび水性ヒートシール剤との親和性が良好となる。また、水性インキおよび水性
ヒートシール剤に含まれている水を含む溶媒にガスバリア層が接触する場合であっても、
当該ガスバリア層界面にはポリウレタン樹脂中の疎水性基である炭化水素環単位が多く含
まれているため、ガスバリア層界面の再溶解が抑制される。したがって、水性インキの転
移不良やガスバリア性、透明性の低下を発生させることなく、油性のインキおよび油性ヒ
ートシール剤への依存を減らすことができる。
【００５９】
　以上のとおり詳述した本発明のガスバリアフィルムにあっては、良好なガスバリア性、
すなわち気密性を具備するため、例えば、食品、医薬品をはじめとする種々の物品の包装
において好適な包装資材として利用することができる。
【実施例】
【００６０】
　［ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ１）の調製］
　ＸＤＩ（キシリレンジイソシアネート）４５．５ｇ、水添ＸＤＩ（１，３－ビス（イソ
シアネートメチル）シクロヘキサン）９３．９ｇ、エチレングリコール２４．８ｇ、ジメ
チロールプロピオン酸１３．４ｇ、および溶剤としてメチルエチルケトン８０．２ｇを混
合し、窒素雰囲気下７０℃で５時間反応させた。このカルボン酸基含有ウレタンプレポリ
マー溶液を４０℃でトリエチルアミン９．６ｇにより中和した。得られたポリウレタンプ
レポリマー溶液を６２４．８ｇの水にホモディスパーにより分散させ、２－［（２－アミ
ノエチル）アミノ］エタノール２１．１ｇで鎖伸長反応を行い、メチルエチルケトンを留
去することにより、固形分２５重量％の水分散型ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ１）を得た。
当該樹脂ＰＵＤ１の酸価は２６．９ｍｇＫＯＨ・ｇ-1、ウレタン基濃度及びウレア基濃度
の合計は３９．６重量％であった。
【００６１】
　［ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ２）の調製］
　水添ＸＤＩ（１，３－ビス（イソシアネートメチル）シクロヘキサン）１３７．３ｇ、
ビス（ヒドロキシエチル）テレフタル酸５．７ｇ、トリエチレングリコール５６．２ｇ、
ジメチロールブタン酸１６．１ｇ、および溶剤としてアセトン１０６．４ｇを混合し、窒
素雰囲気下５５℃で８時間反応させた。このカルボン酸基含有ウレタンプレポリマー溶液
を４０℃でトリエチルアミン１０．８ｇにて中和した。得られたポリウレタンプレポリマ
ー溶液を７５０ｇの水にホモディスパーにより分散させ、２－ヒドロキシエチルアミノプ
ロピルアミン２３．９ｇで鎖伸長反応を行い、アセトンを留去することにより、固形分２
５重量％の水分散型ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ２）を得た。当該樹脂ＰＵＤ２の酸価は２
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４．４ｍｇＫＯＨ・ｇ-1、ウレタン基濃度及びウレア基濃度の合計は３３．２重量％であ
った。
【００６２】
　［ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ３）の調製］
　ＸＤＩ（キシリレンジイソシアネート）５５．９ｇ、水添ＸＤＩ（１，３－ビス（イソ
シアネートメチル）シクロヘキサン）１１５．３ｇ、エチレングリコール３４．８ｇ、ジ
メチロールプロピオン酸１０．１ｇ、および溶剤としてメチルエチルケトン９５．８ｇを
混合し、窒素雰囲気下７０℃で５時間反応させた。このカルボン酸基含有ウレタンプレポ
リマー溶液を４０℃でトリエチルアミン７．４ｇにて中和した。得られたポリウレタンプ
レポリマー溶液を７５０．０ｇの水にホモディスパーにより分散させ、２－［（２－アミ
ノエチル）アミノ］エタノール２６．５ｇで鎖伸長反応を行い、メチルエチルケトンを留
去することにより、固形分２５重量％水分散型ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ３）を得た。当
該樹脂ＰＵＤ３の酸価は１６．８ｍｇＫＯＨ・ｇ-1、ウレタン基濃度及びウレア基濃度の
合計は４１．８重量％であった。
【００６３】
　［ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ４）の調製］
　Ｈ12ＭＤＩ（ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート）１２５．３ｇ、水添ＸＤＩ（
１，３－ビス（イソシアネートメチル）シクロヘキサン）４６．４ｇ、エチレングリコー
ル２２．１ｇ、ジメチロールプロピオン酸２０．８ｇ、及び溶剤としてアセトニトリル１
２３．１ｇを混合し、窒素雰囲気下７０℃で６時間反応させた。このカルボン酸基含有ウ
レタンプレポリマー溶液を４０℃でトリエチルアミン１４．１ｇにて中和した。このポリ
ウレタンプレポリマー溶液を７５０．０ｇの水にホモディスパーにより分散させ２－［（
２－アミノエチル）アミノ］エタノール２１．３ｇで鎖伸長反応を行い、メチルエチルケ
トンを留去することにより、固形分２５重量％水分散型ポリウレタン樹脂（ＰＵＤ４）を
得た。当該樹脂ＰＵＤ４の酸価は３４．８ｍｇＫＯＨ・ｇ-1、ウレタン基濃度及びウレア
基濃度の合計は３３．６重量％であった。
【００６４】
　［ウレタン変性ポリアミンの調製］
　水添ＸＤＩ（１，３－ビス（イソシアネートメチル）シクロヘキサン）９７．１ｇ、ジ
メチルエタノールアミン９３．６ｇを滴下混合し、窒素雰囲気下、６０℃で２時間反応さ
せて、ウレタン変性ポリアミン（ＵＰＡ）を得た。前記アミン化合物ＵＰＡのアミン価は
３０９ｍｇＫＯＨ・ｇ-1であった。
【００６５】
　［膨潤性無機層状化合物］
　膨潤性無機層状化合物として、クニミネ工業株式会社社製：クニピアＦ（モンモリロナ
イト）、コープケミカル株式会社社製：ＭＥ－１００（水膨潤性合成雲母）を用いた。
【００６６】
　［ポリアミン化合物］
　ポリアミン化合物として２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタノール（ＡＥＥＡ：
アミン価１０７７ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）、メタキシリレンジアミン（ｍＸＤＡ：アミン価８
２４ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）、メタキシリレンジアミンのエチレンオキサイド４モル付加体（
ＸＤＡ－ＥＯ４：アミン価３４９ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）、γ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルメチルジメトキシシラン（ＡＥＡＰＳ：アミン価５４４ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）、ジ
エチレントリアミン（ＤＥＴＡ：アミン価１６３１ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）、１，３－ジアミ
ノプロパン（ＤＡＰ：アミン価１５１４ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）を用いた。
【００６７】
　［ガスバリアフィルムの試作：実施例１～１９の調製］
　実施例１～１１，１３～１５，１７～１９においては、水４９０ｇ当たり膨潤性無機層
状化合物を２重量％分散するように調整した。この膨潤性無機層状化合物２重量％に対し
、下記表１中の混合割合に示す重量割合（重量部）で前出のポリアミン化合物で添加し、



(13) JP 4344673 B2 2009.10.14

10

20

30

40

１時間攪拌した。続いて、ポリアミン化合物を添加した膨潤性無機層状化合物水分散液に
、表１中の混合割合に示す重量割合（重量部）を満たすように前記調製のポリウレタン樹
脂を４００ｇずつ攪拌しながら添加した。そして、全固形分濃度を１０重量％とするよう
に水を加えてガスバリア層塗剤に調製した。ただし、実施例１７ではＰＵＤ３（表１中「
＊３」と表記）を４００ｇ、実施例１８ではＰＵＤ４（表１中「＊４」と表記）を４００
ｇの添加とした。他の残りの実施例ではポリウレタン樹脂ＰＵＤ１を４００ｇの添加とし
た。
【００６８】
　実施例１２，１６においては、水９５０ｇ当たり膨潤性無機層状化合物を５重量％分散
するように調整した。この膨潤性無機層状化合物５重量％に対し、下記表１中の混合割合
に示す重量割合（重量部）で前出のポリアミン化合物で添加し、１時間攪拌した。続いて
、ポリアミン化合物を添加した膨潤性無機層状化合物水分散液に、表１中の混合割合に示
す重量割合（重量部）を満たすように前記調製のポリウレタン樹脂を４００ｇずつ攪拌し
ながら添加した。そして、全固形分濃度を１０重量％とするように水を加えてガスバリア
層塗剤に調製した。ただし、実施例１２ではＰＵＤ１を４００ｇ、実施例１６ではＰＵＤ
２（表１中「＊２」と表記）を４００ｇの添加とした。
【００６９】
　［ガスバリアフィルムの試作：比較例１～３の調製］
　比較例１，２として、水４９０ｇ当たり膨潤性無機層状化合物を２重量％分散するよう
に調整した。ここにポリアミン化合物を添加することなく、この膨潤性無機層状化合物を
２重量％に応答する表１中の混合割合に示す重量割合（重量部）を満たすように前記調製
のポリウレタン樹脂ＰＵＤ１を４００ｇずつ攪拌しながら添加した。そして、全固形分濃
度を１０重量％とするように水を加えてガスバリア層塗剤に調製した。比較例３として、
水５００ｇにポリアミン化合物（ＡＥＡＰＳ）を下記表１中の混合割合に示す重量割合で
添加し、１時間攪拌後、前記調製のポリウレタン樹脂ＰＵＤ１を４００ｇずつ攪拌しなが
ら添加し、全固形分濃度を１０重量％とするように水を加えてガスバリア層塗剤に調製し
た。
【００７０】
　コロナ放電処理を行った二軸延伸ポリプロピレンフィルム（厚み２０μｍ、ＯＰＰ）の
処理面上に前記調製したガスバリア層塗剤（実施例１～１８，比較例１～３）を乾燥後の
塗布厚さが１．５μｍとなるようにグラビアコーターで塗布（塗工速度１５０ｍ・ｍｉｎ
-1）した後、１２０℃、５秒間乾燥し、実施例１～１８および比較例１～３のガスバリア
フィルムを試作した。
【００７１】
　アンカーコート剤の影響を調べるため、前記コロナ放電処理を行った二軸延伸ポリプロ
ピレンフィルム（厚み２０μｍ、ＯＰＰ）の処理面上に、水性ウレタン系樹脂（三井武田
ケミカル株式会社製：ＸＡＣ、トリエチルアミン中和、酸価１９ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）に酸
基とアミノ基との当量比が１／１となるようにウレタン変性ポリアミン（ＵＰＡ）を配合
したアンカーコート剤を、乾燥後の塗膜厚さが０．３μｍとなるようにグラビアコーター
で塗布（塗工速度１５０ｍ・ｍｉｎ-1）して乾燥した。その後、実施例１４の調製による
ガスバリア層塗剤をグラビアコーターで塗布（塗工速度１５０ｍ・ｍｉｎ-1）し、１２０
℃、５秒間乾燥して実施例１９のガスバリアフィルムを試作した。
【００７２】
　実施例１～１９および比較例１～３の配合処方について表１に示す。なお、表中の「部
」とは、ポリウレタン樹脂、膨潤性無機層状化合物、ポリアミン化合物のそれぞれについ
て固形分換算した重量部を示す。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
　［ヘイズ値の測定］
　ＪＩＳ　Ｋ　７１０５に記載の方法によりデジタル濁度計（日本電色工業社製：ＮＤＨ
－２０Ｄ）を使用して測定したヘイズ値を用い、実施例および比較例のフィルムにおける
透明性とした。単位は（％）である。
【００７５】
　［揮発性塩基化合物残留量の測定］
　実施例および比較例のフィルムについて、約３０ｍｍ×約３０ｍｍの大きさに裁断した
０．０４ｍ2相当のフィルムを内容量２０ｍｌバイヤル瓶に入れ封緘し、１２０℃で１５
分間加熱した後、前記バイヤル瓶内の気体を一定量抜き取り、ガスクロマトグラフィー（
ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡＲＤ社製：ＨＰ６８９０）に装填した。このとき、揮発性塩
基化合物の指標として、トリエチルアミンの濃度を変化させながら同ガスクロマトグラフ
ィーに装填した。揮発性塩基化合物の指標（リテンションタイム６ｍｉｎ）から、実施例
および比較例のフィルム１ｍ2当たりに含まれている揮発性アミンの量（ｍｇ・ｍ-2）を
算出した。なお塗剤に用いられる揮発性塩基化合物の種類に合わせて、指標に使用する揮
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発性塩基化合物も変える必要があり、場合によってはカラムも適宜選択される。
【００７６】
　前記ガスクロマトグラフィーによる分析に際し、カラムはＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡ
ＲＤ社製：ＨＰ－Ｗａｘ（カラム長６０ｍ，カラム内径０．３２ｍｍ）を用い、キャリア
ガスはヘリウムとし、キャリアガス流量は２．０ｍｌ・ｍｉｎ-1とした。カラムの温度は
３５℃から３℃・ｍｉｎ-1にて８０℃に昇温後、８℃・ｍｉｎ-1にて２００℃に昇温した
。
【００７７】
　［酸素透過度の測定］
　ガスバリアフィルムの酸素ガスバリア性を酸素透過度測定装置（モダンコントロール社
製：ＭＯＣＯＮ　ＯＸＴＲＡＮ１０／５０Ａ）を用い、２０℃、５０％ＲＨ、および２０
℃、８０％ＲＨ雰囲気下の条件で実施例および比較例のフィルムの酸素透過度（ｍＬ／ｍ
2・ａｔｍ・ｄａｙ）を測定した。
【００７８】
　実施例１～１９および比較例１～３におけるヘイズの測定（％）、残留揮発性アミン濃
度の測定（ｍｇ・ｍ-2）、酸素透過度の測定（ｍＬ／ｍ2・ａｔｍ・ｄａｙ）の結果につ
いて下記表２に示す。
【００７９】
【表２】

【００８０】
　［インキ接着性およびヒートシール性に関する実施例の調製］
　水性インキに東洋インキ製造株式会社製ＪＷ２２４アクワエコールを用い、これを水と
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エタノールとを等量ずつ合わせた希釈液で溶き、＃３ザーンカップの測定により１６秒の
粘度となるように調製した。得られた水性インキを前記実施例１９のガスバリアフィルム
表面にグラビア印刷により印刷した。当該水性インキ印刷を施し、このガスバリアフィル
ムを実施例２０とした。
【００８１】
　水性ヒートシール剤は、水性アクリル系樹脂（サイデン化学株式会社製：サイビノール
Ｘ５９９、トリエチルアミン中和、固形分３２重量％、酸価３８ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）６２
５ｇに対し、酸基とアミノ基（塩基性窒素原子）が当量比で１／１となるようにウレタン
変性ポリアミン（ＵＰＡ）を２４．６ｇ加え、ノニオン型パラフィンワックスエマルジョ
ン（固形分５０重量％）１２ｇとポリメタクリル酸メチル樹脂粉末０．６ｇとを滑り性向
上のために配合した。ここに全固形分濃度が１０重量％となるように水を加えて調製した
。
【００８２】
　前記実施例１９のガスバリアフィルムに対し、上記調製の水性ヒートシール剤を乾燥後
の塗膜厚さが１．２μｍとなるようにグラビアコーター（塗工速度１５０ｍ・ｍｉｎ-1）
を用いて塗布した後、１２０℃で５秒間乾燥し、これを実施例２１のガスバリアフィルム
とした。
【００８３】
　［インキ接着性およびヒートシール性に関する比較例の調製］
　コロナ放電処理を行った二軸延伸ポリプロピレンフィルム（厚み２０μｍ、ＯＰＰ）の
処理面上に、水性ウレタン系樹脂（三井武田ケミカル株式会社製：ＸＡＣ、トリエチルア
ミン中和、酸価１９ｍｇＫＯＨ・ｇ-1）に酸基とアミノ基（塩基性窒素原子）とを当量比
で１／１となるようにウレタン変性ポリアミン（ＵＰＡ）を配合したアンカーコート剤を
、乾燥後の塗膜厚さが０．３μｍとなるようにグラビアコーターで（塗工速度８０ｍ・ｍ
ｉｎ-1）を用いて塗布した後、１２０℃で５秒間乾燥した。さらに、アンカーコート剤の
塗工面上に固形分濃度を８重量％に調製したポリビニルアルコール重合体（クラレ株式会
社製：ＰＶＡ１０５）を乾燥後の塗膜厚さが１．０μｍとなるようにグラビアコーター（
塗工速度８０ｍ・ｍｉｎ-1）を用いて塗布した後、１３０℃で５秒間乾燥した。なお、前
記ポリビニルアルコール重合体の調製は、水９００ｇを撹拌しながら、前記ポリビニルア
ルコール樹脂粉末１００ｇを徐々に投入した。これを約９５℃に加熱し完全に溶解させた
後、４０℃まで冷却し、撹拌しながら水を加え固形分濃度を８重量％に調製した。このよ
うにして得たフィルムに前記調製の水性インキによる印刷を行い、これを比較例４のフィ
ルムとした。
【００８４】
　ポリビニルアルコール系樹脂コートフィルム（東セロ株式会社製：Ａ－ＯＰ）のポリビ
ニルアルコールコート面上に、前記調製水性インキによる印刷を行い、これを比較例５の
フィルムとした。
【００８５】
　ポリ塩化ビニリデン樹脂コートフィルム（ダイセル株式会社製：＃１０００）の樹脂コ
ート面上に、前記調製水性インキによる印刷を行い、これを比較例６のフィルムとした。
【００８６】
　前記比較例４のフィルムにおいて、水性インキ印刷に代えて、前記調製の水性ヒートシ
ール剤を乾燥後の塗膜厚さが１．２μｍとなるようにグラビアコーター（塗工速度１５０
ｍ・ｍｉｎ-1）を用いて塗布した後、１２０℃で５秒間乾燥し、これを比較例７のフィル
ムとした。
【００８７】
　前記比較例１のガスバリアフィルムに対し、実施例２１と同様の条件で前記調製の水性
ヒートシール剤を塗布、乾燥して得られたフィルムを比較例８とした。
【００８８】
　［インキ転移性の測定］
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　グラビアセルから各フィルムに転写された水性インキの再現性を目視により観察し、５
段階で評価した。このうち、最良を５とし、不良を１とした。
【００８９】
　［インキ接着性の測定］
　各フィルムに転写された水性インクの印刷面に対してセロファンテープを均等に押圧し
、該セロファンテープを引き剥がした後、実施例および比較例のフィルムに残存する印刷
インクを目視により観察し、５段階で評価した。このうち、５：全く剥離なし、４：やや
（１０％より少ない）剥離、３：部分的（１０％以上９０％以下）に剥離、２：大部分剥
離（９０％より多い）、１：全て（１００％）剥離とした。
【００９０】
　［ヒートシール強度の測定］
　水性ヒートシール剤を塗布した実施例および比較例のヒートシール面同士を熱傾斜試験
機でヒートシールし、東洋精機製引っ張り試験機を使用して測定した。単位はＮ・１５ｍ
ｍ-1である。ヒートシールの条件は、温度：１２０℃、圧力：０．１ＭＰａ、時間：０．
５ｓｅｃとした。
【００９１】
　［保香性の測定］
　一辺５ｃｍの正方形にカットした２枚のフィルムのヒートシール面どうしを重ね合わせ
、その３辺をヒートシールして５ｃｍ四方の袋に成形した。前記袋の中に市販のペパーミ
ント系チューインガム０．５ｇを入れ、該袋の開口部をさらにヒートシールして密封した
。これを直ちに三角フラスコ（３００ｍＬ）に入れ密栓し、４０℃で２日間保存した。次
いで、フラスコの口を開栓後、フラスコ内から拡散する臭いの度合いについて５段階の官
能試験を行った。ブランクとして基材ＯＰＰフィルムのみフラスコ内に密栓したものを使
用した。官能試験は５人のパネラーによって、以下の基準に基づいて実施し、平均値で比
較した。官能評価の基準は、５：臭いを感じない、４：ブランクとの差をわずかに感じる
、３：ブランクとの差を感じる、２：ブランクとのかなりの差を感じる、１：ブランクと
の非常に大きな差を感じるとした。
【００９２】
　［フィルム臭気の測定］
　実施例および比較例のフィルムについて、０．０４ｍ2を約３０ｍｍ×約３０ｍｍの大
きさに切り、三角フラスコ（３００ｍＬ）に入れて密栓し、１００℃で２日間保存した。
次いで、フラスコの口を開栓後、フラスコ内から拡散する臭いの度合いについて５段階の
官能試験を行った。ブランクとして基材ＯＰＰフィルムのみフラスコ内に密栓したものを
使用。官能試験は５人のパネラーによって、以下の基準に基づいて実施し、平均値で比較
した。官能評価の基準は、５：臭いを感じない、４：ブランクとの差をわずかに感じる、
３：ブランクとの差を感じる、２：ブランクとのかなりの差を感じる、１：ブランクとの
非常に大きな差を感じるとした。
【００９３】
　前出の実施例２０，２１および比較例４～８について、上記の測定結果を下記表３、表
４に示し、印刷適性、官能試験および実用性を考慮しての総合評価（優，良，可，不可の
４段階）も併せて示す。
【００９４】
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【表３】

【００９５】
【表４】
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