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(57)【要約】
【課題】酸素ガスおよび水蒸気等に対するバリア性に優
れ、フィルムからの溶出物が少ないため、品質保持性に
優れ、更に、柔軟性、耐衝撃性、耐摩擦性、耐ピンホー
ル性、耐突き刺し性に優れるため、輸送適性にも優れる
と共に、耐熱性、ヒートシール性、遮光性、印刷適性等
にも優れた医療医薬品バッグ包装や食品包装用積層体を
提供する。
【解決手段】少なくとも、最外層として未延伸ポリオレ
フィン系フィルム、バリア層として延伸ポリアミド系樹
脂フィルム、遮光性フィルム、および、最内層として未
延伸ポリオレフィン系フィルムを順次に積層する構成か
らなる積層体であって、前記の最内層が、最外層より低
い融点を有する樹脂から製膜されたフィルムであると共
に、前記の最外層とバリア層の層間、並びに、遮光性フ
ィルム層と最内層の層間が、溶融押出し樹脂層を介して
積層され、バリア層と遮光性フィルム層の層間が、ドラ
イラミネート用接着剤層を介して積層される構成からな
ることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、最外層として未延伸ポリオレフィン系フィルム、バリア層として延伸ポリ
アミド系樹脂フィルム、遮光性フィルム、および、最内層として未延伸ポリオレフィン系
フィルムを順次に積層する構成からなる、輸液バッグ包装容器用積層体であって、前記の
最内層が、最外層より低い融点を有する樹脂から製膜されたフィルムであると共に、前記
の最外層とバリア層の層間、並びに、遮光性フィルム層と最内層の層間が、溶融押出し樹
脂層を介して積層され、バリア層と遮光性フィルム層の層間が、ドライラミネート用接着
剤層を介して積層される構成からなり、
　前記遮光フィルムは、前記バリア層側に、金属蒸着層が設けられた構成からなり、
　前記の最内層が、内表面に微細な凹凸を有する形状に形成されている、ことを特徴とす
る積層体。
【請求項２】
　前記の最外層が、未延伸ポリプロピレンフィルムを特徴とする請求項１記載の積層体。
【請求項３】
　前記のバリア層が、ナイロン樹脂層とエチレン－ビニルアルコール共重合体層とナイロ
ン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、ナイロン樹脂層とＭＸＤナイロン樹脂層とナイ
ロン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、または、ＭＸＤナイロンからなる延伸フィル
ムであることを特徴とする請求項１～２のいずれかに記載の積層体。
【請求項４】
　前記の最内層が、直鎖状低密度ポリエチレンからなる未延伸フィルムであることを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リンゲル液、輸血液等の液体を充填したプラスチック容器を包装し、輸送、
保管するための医療医薬品用の容器や、味覚等の品質を保持する食品包装用の容器として
優れたプラスチックフィルムの積層体に関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、外部からの光、酸素ガス、および、水蒸気等に対するバリア性に優れ
、更に、フィルムからの溶出物が少なく、柔軟性、耐衝撃性、耐摩擦性、耐ピンホール性
、耐突き刺し性、透明性、耐熱性、低温ヒートシール性、品質保持性、印刷適性、開口性
、充填包装適性等に優れたプラスチックフィルムの積層体に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　従来、飲食品、医薬品、化学薬品、日用品、雑貨品、その他等の種々の物品を充填包装
するために、種々の包装用材料が、開発され、提案されている。
【０００４】
　而して、上記の包装用材料は、内容物の変質等を防止するため、外部からの光、酸素ガ
スあるいは水蒸気ガスに対する遮断性、いわゆる、遮光性、および、ガスバリア性が強く
要求されるものである。
【０００５】
　ところで、外部からの光、酸素ガス、あるいは、水蒸気ガス等に対するバリア性素材と
しては、例えば、アルミニウム箔、あるいは、プラスチックフィルムの上にアルミニウム
を真空蒸着法等により真空蒸着してなるアルミニウム蒸着樹脂フィルム等が知られている
。
更に、酸素ガス、あるいは、水蒸気ガス等に対するバリア性素材としては、例えば、ポリ
塩化ビニリデン系樹脂あるいは塩化ビニリデンと他のモノマーとの共重合体樹脂からなる
フィルム若しくはプラスチックフィルムの表面にポリ塩化ビニリデン系樹脂をコートした
樹脂フィルム、あるいは、ポリビニルアルコールあるいはエチレン－酢酸ビニル共重合体
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のケイ化物からなるフィルム、更にまた、プラスチックフィルム等の基材フィルムの一方
の面に、真空蒸着法等の物理気相成長法（ＰＶＤ法）を用いて、例えば、酸化珪素、酸化
アルミニウム等の無機酸化物の蒸着膜を設けた蒸着フィルム、若しくは、低温プラズマ化
学蒸着法等の化学気相成長法（ＣＶＤ法）を用いて、例えば、酸化珪素、酸化アルミニウ
ム等の無機酸化物の蒸着膜を設けた蒸着フィルム等が知られている。
【０００６】
　これらのバリア性素材は、他のプラスチックフィルム等の素材と積層し、例えば、飲食
品、医薬品、化学薬品、日用品、雑貨品、その他等の種々の物品を充填包装するに有用な
包装用材料を提供している。
【０００７】
　ところで、例えば柔軟な袋状のプラスチック容器に充填されたもの（以下「輸液バッグ
」という。）等の医療用包装材料の分野においては、リンゲル液、輸血液等の液体に対す
る酸素等のバリア性による品質安定性が要求される。
【０００８】
　更に、輸液を輸送する場合の梱包形態としては、通常、輸液を輸液バッグに充填し、そ
のプラスチックの積層材からなる輸液バッグをプラスッチックの積層材からなる外装袋に
入れて包装され、更に、その外装袋を数袋ずつ積み重ね、段ボールに詰めて梱包される形
態である。
【０００９】
　上記で使用される輸液バッグの外装袋としては、最外層として裏面に印刷層を施した二
軸延伸ナイロンフィルム、バリア層としてナイロン樹脂層とエチレン－ビニルアルコール
共重合体層とナイロン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、最内層として未延伸ポリエ
チレンフィルムとをドライラミネート接着剤を介して順次積層したもの、最外層として裏
面に印刷層を施した二軸延伸ポリプロピレンフィルム、バリア層として二軸延伸ＭＸＤナ
イロンフィルム、または、ナイロン樹脂層とエチレン－ビニルアルコール共重合体層とナ
イロン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、最内層として未延伸ポリエチレンフィルム
とをドライラミネート接着剤を介して順次積層したものが広く知られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記の仕様からなる包装材において、いずれも優れたバリア性を有する
ものであるが、包装材を構成する各フィルム層間にドライラミネート接着剤を介して積層
していることから、柔軟性に欠け、屈曲部が鋭角となり、上記の包装材を使用し、これを
製袋して袋状容器を製造し、次いで、所望の物品を入れて袋状容器を密閉し、更にこの包
装体を段ボールに詰めて輸送する場合において、振動により、この包装体の繰り返し屈曲
する部分において、集中的に磨耗するため、ピンホールを発生しやすく、バリア性を著し
く損なうという問題点がある。
【００１１】
　また、上記の仕様からなる包装袋において、最外層である２軸延伸ポリプロピレン層や
、２軸延伸ナイロンフィルム層は、段ボールに対する滑り性が悪いことから、振動による
擦れを発生しやすく、擦れ部分よりピンホールを発生しやすく、バリア性を著しく損なう
という問題点がある。
【００１２】
　更に、上記の仕様からなる包装袋において、最内層である未延伸ポリエチレン層は、輸
液バッグに対する滑り性が悪いことから、振動により擦れを発生しやすく、擦れ部分より
ピンホールを発生し、擦れ部分よりバリア性を著しく損なうという問題点がある。
【００１３】
　また、上記の仕様からなる包装袋において、透明性に優れるものの、外部からの光を遮
断することができないため、内容物によって劣化を生じる場合があるという問題点がある
。
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【００１４】
　また、上記の仕様からなる包装材を食品の包装材として使用する場合において、この包
装材を構成する各フィルム層間にドライラミネート接着剤を介して積層していることから
、残留溶剤や未反応のモノマー成分等が、フィルムに移行するため、内容物にフィルム臭
がするという問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　そこで、本発明者らは、上記の課題を解決するために、鋭意研究の結果、本発明は、少
なくとも、最外層として未延伸ポリオレフィン系フィルム、バリア層として延伸ポリアミ
ド系樹脂フィルム、遮光性フィルム、および、最内層として未延伸ポリオレフィン系フィ
ルムを順次に積層する構成からなる積層体であって、前記の最内層が、最外層より低い融
点を有する樹脂から製膜されたフィルムであると共に、前記の最外層とバリア層の層間、
並びに、遮光性フィルム層と最内層の層間が、溶融押出し樹脂層を介して積層され、バリ
ア層と遮光性フィルム層の層間が、ドライラミネート用接着剤層を介して積層される構成
からなることを特徴とする積層体を製造したところ、酸素ガスおよび水蒸気等に対するバ
リア性に優れ、フィルムからの溶出物が少ないため、品質保持性に優れ、更に、柔軟性、
耐衝撃性、耐摩擦性、耐ピンホール性、耐突き刺し性に優れるため、輸送適性にも優れる
と共に、耐熱性、ヒートシール性、遮光性、印刷適性等にも優れた医療医薬品バッグ包装
や食品包装用積層体に係るものである。
【００１６】
　また、上記において、前記の最外層が、未延伸ポリプロピレンフィルムを特徴とする積
層体を提供することができる。
【００１７】
　また、前記のバリア層が、ナイロン樹脂層とエチレン－ビニルアルコール共重合体層と
ナイロン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、ナイロン樹脂層とＭＸＤナイロン樹脂層
とナイロン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、または、ＭＸＤナイロンからなる延伸
フィルムであることを特徴とする積層体を提供することができる。
【００１８】
　また、前記の遮光性フィルムが、延伸フィルムの一方の面に金属蒸着膜を設けた構成か
らなることを特徴とする積層体を提供することができる。
【００１９】
　また、前記の最内層が、内表面に微細な凹凸を有する形状に形成されていることを特徴
とする積層体を提供することができる。
【００２０】
　また、前記の最内層が、直鎖状低密度ポリエチレンからなる未延伸フィルムであること
を特徴とする積層体を提供することができる。
【００２１】
　また、輸液バッグ包装容器や食品包装容器として使用することができる積層体を提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明にかかる積層体、および、それを使用した包装容器、包装体について図面
等を用いて以下に詳しく説明する。
【００２３】
　図１は、本発明にかかる積層体の一例の層構成を示す概略的断面図である。
【００２４】
　図１に示すように、本発明にかかる積層体は、少なくとも、最外層である未延伸ポリオ
レフィン系フィルム、バリア層である延伸ポリアミド系樹脂フィルム、基材フィルムの一
方の面に金属蒸着膜を設けた構成からなる遮光性フィルム、および、最外層より低い融点
を有する樹脂からなる最内層である未延伸ポリオレフィン系フィルムが、順次に積層する
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構成からなる積層体であって、延伸バリア性フィルム層と遮光性フィルム層との層間をド
ライラミネート用接着剤層を介して、また、前記の最外層と延伸バリア性フィルム層との
層間、遮光性フィルム層と最内層との層間が、溶融押出し樹脂層を介して積層する構成を
基本構造とするものである。
【００２５】
　上記の例示は、本発明にかかる積層体の例を例示したものであり、これによって本発明
は限定されるものではない。
【００２６】
　例えば、本発明において、必要に応じて、図示しないが、延伸バリア性フィルムの表面
、または、裏面に、例えば、文字、記号、図形、絵柄、その他等からなる所望の印刷模様
層を設けることができるものである。
【００２７】
　また、例えば、前記の延伸バリア性ポリアミド樹脂フィルムが、ナイロン樹脂層とエチ
レン－ビニルアルコール共重合体層とナイロン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、ナ
イロン樹脂層とＭＸＤナイロン樹脂層とナイロン樹脂層とからなる共押共延伸フィルム、
または、ＭＸＤナイロンからなる延伸フィルムから形成されることが望ましいものである
。
【００２８】
　また、前記の最内層が、内表面に微細な凹凸を有する形状で形成されていることが望ま
しいものである。
【００２９】
　図２は、上記の図１に示す積層体を使用し、本発明にかかる袋状のプラスチック容器の
一例を示す概略的正面図である。
【００３０】
　図２に示すように、本発明にかかる袋状のプラスチック容器は、図１に示す二枚の積層
体を重ね合わせ、２箇所のサイドシール部と１箇所のボトムシール部の三方をシールして
袋形状とすると共に、開口部に開封用のノッチを設けられているものである。
【００３１】
　上記の例示は、本発明にかかる袋状の包装容器の例を例示したものであり、これによっ
て本発明は限定されるものではない。
【００３２】
　例えば、包装容器が、四方シール形以外に、側面シール形、二方シール形、三方シール
形、封筒貼りシール形、中央合掌シール形（ピローシール形）、ひだ付きシール形、平底
シール形、または角底シール形のいずれかのシール形からなる袋であってもよい。
【００３３】
　図３は、上記の図２に示す袋状のプラスチック容器を使用し、これに輸液バッグ等の物
品を包装し、開口部をヒートシールして密閉した包装体の一例を示す概略的正面図である
。
【００３４】
　図３に示すように、本発明にかかる包装体は、上記の袋体に輸液バッグを収納し、更に
、その開口部をヒートシールしてトップシール部を形成して、内容物を包装した包装体で
ある。
【００３５】
　次に、本発明において、上記のような本発明にかかる積層材、包装用容器等を構成する
材料、その製造法等について説明すると、まず、本発明にかかる積層材を構成する最外層
としては、柔軟性に優れたフィルムないしシートであればいずれのものでも使用すること
ができる。
【００３６】
　また、包装容器を構成する最外層の材料としては、ヒートシール時に熱の影響を最も受
けやすい部分であるため、最内層（ヒートシール層）より高い融点を有することが必要で
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ある。
【００３７】
　具体的には、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、メタロセン触媒を使用して重
合したエチレン－αオレフィン重合体、ポリプロピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体
、アイオノマー樹脂、エチレン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸メチル共重
合体、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－メタクリル酸メチル共重合体、エチ
レン－プロピレン共重合体、メチルペンテンポリマー、ポリブテンポリマー、ポリエチレ
ンまたはポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂をアクリル酸、メタクリル酸、マレイ
ン酸、無水マレイン酸、フマール酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸で変性した酸変性
ポリオレフィン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリ（メタ）アクリル径樹脂、ポリ塩化ビニ
ル系樹脂等のポリオレフィン系樹脂を使用することが好ましい。
【００３８】
　中でも、ホモタイプのポリプロピレン樹脂から製膜されるフィルムが、防湿性に優れ、
バリア層としてエチレン－ビニルアルコール共重合体等を使用する場合、絶乾状態におい
て、酸素ガス、水蒸気等の透過を阻止するガスバリア性として所期の効果を有するものの
、湿潤状態において、ガスバリア性を劣化するため、これを防止することができ、コスト
パフォーマンスに優れるため、より好ましいものである。
【００３９】
　上記において、最外層の樹脂のフィルムないしシートとして、未延伸のものであること
が、柔軟性を有し、内容物の形状との追従性に優れるため、内容物の厚みで屈曲部分を形
成することなく、耐ピンホール性を付与するという利点を有するため、必要である。
【００４０】
　これに対し、最外層の樹脂のフィルムないしシートとして、未延伸されているフィルム
ないしシートを使用する場合において、剛性が高く、伸縮性に劣ることから、内容物を収
納する際、内容物の厚みで屈曲部を形成し、輸送する場合の振動等により、屈曲部分に力
が集中して擦れ、ピンホールを発生するため好ましくない。
【００４１】
　また、上記において、上記の樹脂のフィルムないしシートとしては、滑り性に優れるこ
とが、輸送する場合、段ボールの擦れ等の外部からの擦れによるピンホール性を防ぐこと
ができるため、好ましいものである。
【００４２】
　なお、本発明において、最外層の厚さとしては、５～２００μｍ位が好ましく、１０～
６０μｍ位がより好ましい。
【００４３】
　本発明にかかるバリア層を構成する延伸バリア性ポリアミド系樹脂フィルムとしては、
腰、強度、酸素ガス、水蒸気等に対するガスバリア性、耐衝撃性、耐屈曲ピンホール性、
耐突き刺し性等を有するポリアミド系樹脂の延伸フィルムないしシートであればいずれの
ものでも使用することができる。
【００４４】
　具体的には、例えば、ＭＸＤナイロン６フィルム、ＭＸＤナイロン樹脂とナイロン４６
、ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン６１０、ナイロン６１２、ナイロン１１、ナイロ
ン１２、その他等の各種のポリアミド系樹脂との２ないし３層以上からなる多層積層フィ
ルム、あるいは、エチレン－ビニルアルコール共重合体と上記のナイロン４６、ナイロン
６、ナイロン６６、ナイロン６１０、ナイロン６１２、ナイロン１１、ナイロン１２、そ
の他等の各種のポリアミド系樹脂との２ないし３層以上からなる多層積層フィルムを使用
することができる。
【００４５】
　中でも、エチレン－ビニルアルコール共重合体と上記のナイロンと共押出しからなる多
層積層フィルムが、高いガスバリア性を有し、更に、保香性、透明性、耐衝撃性、耐屈曲
ピンホール性、耐突き刺し性、柔軟性、耐薬品性に優れるため、より好ましいものである
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。
【００４６】
　而して、上記のＭＸＤナイロン６フィルム、あるいは、多層積層フィルムは、テンター
方式、あるいは、チューブラー方式等の通常の２軸延伸方法で２軸方向に延伸加工した２
軸延伸バリア性ナイロンフィルムを使用することが望ましい。また、その膜厚としては、
１０～２００μｍ位、好ましくは、１０～５０μｍ位が望ましい。
【００４７】
　また、上記のポリアミド樹脂系フィルム、あるいは、多層積層フィルムは、必要ならば
、アンカーコート剤等をコーティングした表面処理、あるいは、コロナ放電処理、プラズ
マ放電処理、火炎処理、オゾン処理等の任意の前処理等を施すこともできる。
【００４８】
　本発明においては、上記のようなポリアミド樹脂系の延伸フィルムを基材として使用す
ることにより、それが有する酸素ガス、水蒸気等に対するバリア性、更に、それが有する
強度、耐衝撃性、耐突き刺し性等の強靱性を利用して、それらの特性を有する積層材を製
造するものである。
【００４９】
　本発明において、上記の多層積層フィルムの製造法について説明すると、その製造法と
しては、例えば、性質の異なる樹脂を多層フィルム化する成形方法、例えば、Ｔダイ法、
インフレーション法等を採用するものである。
【００５０】
　具体的には、フィードブロック法、マルチマニホールド法等の多層Ｔダイキャスト成形
法、あるいは、多層インフレーション成形法等の成形方法を使用して、例えば、ナイロン
樹脂層／酸変性ポリオレフィン系樹脂からなる接着性樹脂層／エチレン－ビニルアルコー
ル共重合体層／酸変性ポリオレフィン系樹脂からなる接着性樹脂層／ナイロン樹脂層等の
３種５層からなる多層積層フィルム、あるいは、ナイロン樹脂層／エチレン－ビニルアル
コール共重合体層／ナイロン樹脂層等の２種３層からなる多層積層フィルム、また、ナイ
ロン樹脂層／ＭＸＤナイロン６樹脂層／ナイロン樹脂層等の２種３層からなる多層積層フ
ィルム等を製造することができるものである。
【００５１】
　次に、本発明において、上記のような本発明にかかる多層積層フィルムを構成する各層
の厚さとしては、例えば、ナイロン樹脂層の厚さとしては、約１～２００μｍ位、好まし
くは、５～１００μｍ位が望ましく、また、エチレン－ビニルアルコール共重合体層、あ
るいは、ＭＸＤナイロン樹脂層としては、約１～１００μｍ位、好ましくは、５～５０μ
ｍ位が望ましく、更に、各層間の接着性樹脂層としては、約１～１００μｍ位、好ましく
は、５～５０μｍ位が望ましい。
【００５２】
　上記において、エチレン－ビニルアルコール共重合体フィルムとしては、例えば、酢酸
ビニルの含有率が約７９～９２ｗｔ％であるエチレン－酢酸ビニル共重合体を完全ケン化
したエチレン含有率２５～５０モル％位のエチレン－ビニルアルコール共重合体を使用す
ることができる。
【００５３】
　上記のエチレン－ビニルアルコール共重合体は、高いガスバリア性を有し、更に、保香
性、透明性等に優れているものである。
【００５４】
　而して、上記のエチレン－ビニアルコール共重合体においては、エチレン含有率が、５
０モル％以上のものは、酸素ガスバリア性が急激に低下し、また、透明性も悪くなること
から好ましくなく、また、２５モル％以下のものは、その薄膜がもろくなり、また、高湿
度下において酸素ガスバリア性が低下して好ましくないものである。
【００５５】
　また、必要に応じて、装飾、内容物の表示、賞味期間の表示、製造者、販売者等の表示
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、その他等の表示のために、文字、絵柄、図形、記号等の任意の印刷層をバリア性フィル
ム層の表面、または、裏面に設けるものが好ましいものである。
【００５６】
　印刷インキ層の上にフィルム層が形成され、印刷層が保護されるため、擦れ等によるイ
ンキ剥がれがないという利点を有する。
【００５７】
　かかる印刷層は、例えば、通常のインキ組成物を使用してオフセット印刷あるいはグラ
ビア印刷、フレキソ印刷、凸版印刷、シルクスクリーン印刷、その他等の通常の印刷法等
によって形成することができる。
【００５８】
　本発明にかかる遮光性フィルムとしては、外部からの光を遮光する性質を有する材料を
使用することができる。
【００５９】
　具体的には、この遮光性の材料としては、アルミニウム等の金属をＰＥＴフィルム等の
基材フィルムに真空蒸着によって蒸着膜を形成して使用することが好ましく、その他、ア
ルミニウム箔を使用しても良く、遮光性インキ層を設けても良く、また、白色フィルムを
使用しても良い。
【００６０】
　中でも、金属の蒸着膜を形成した基材フィルムが、遮光性以外にあるいは水蒸気、酸素
ガス等を透過しない性質等を付与することができるという利点を有するため、より好まし
い。
【００６１】
　このような金属の蒸着膜に形成する金属としては、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃ
ｒ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、スズ（Ｓｎ）等の金属を使用することができ、中でも、
アルミニウム（Ａｌ）を使用することが、望ましい。
【００６２】
　更に、上記において、アルミニウム箔としては、５～３０μｍ位の厚さのもの、また、
金属の蒸着膜としては、厚さ５０～３０００Å位のものを使用することが好ましく、１０
０～１０００Å位のものが望ましい。
【００６３】
　このような遮光性インキとしては、具体的には、アルミペースト等の遮光性を有する顔
料を含むインキを使用することができる。
上記において、インキ層の膜厚としては、１～８μｍ位が好ましく、２～５μｍ位がより
好ましい。
【００６４】
　白色フィルムとしては、ポリオレフィン樹脂を主として遮光性を与える白色顔料を含む
ものである。
【００６５】
　白色フィルムに使用される白色顔料としては、具体的に酸化チタン、酸化亜鉛、体質顔
料である水酸化アルミニウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、沈降性硫酸バリウム
、シリカ、タルク等がある。
【００６６】
　上記において、白色顔料の含有量としては、１０～４０％位が好ましい。
【００６７】
　また、上記の蒸着膜を支持する樹脂のフィルムとしては、これに蒸着層を設けることか
ら、機械的、物理的、化学的、その他等において優れた性質を有し、特に強度を有して強
靭であり、かつ、耐熱性を有する樹脂のフィルムないしシートを使用することができる。
【００６８】
　具体的には、本発明において、上記の蒸着膜を支持する樹脂のフィルムとしては、例え
ば、ポリエチレンテレフタレイト等のポリエステル系樹脂フィルム、各種ナイロン等のポ



(9) JP 2008-194483 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

リアミド系樹脂フィルム、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、環状ポリオレフ
ィン樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル－スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）、ア
クリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）、ポリブデン樹脂フィル
ム等のポリオレフィンフィルム、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ
イミド系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、ポリアリールフタレイト樹脂、シリコーン系樹
脂、ポリスルホン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹
脂、ポリウレタン系樹脂、セルロース系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリ塩化ビ
ニリデンフィルム、アセタール系樹脂フィルム、フッ素系樹脂、その他等を使用すること
ができる。
【００６９】
　なお、本発明においては、特に、ポリプロピレン系樹脂、ポリエステル系樹脂、または
、ポリアミド系樹脂のフィルムないしシートを使用することが好ましいものである。
【００７０】
　本発明において、上記の基材フィルムないしシートとしては、例えば、上記の各種樹脂
の１種ないしそれ以上を使用し、押出し法、キャスト成法、Ｔダイ法、切削法、インフレ
ーション法、その他等の製膜化法を用いて、上記の各種の樹脂を単独で製膜化する方法、
あるいは、２種以上の各種の樹脂を使用し、製膜化する前に混合して製膜化する方法等に
より、各種の樹脂のフィルムないしシートを製造し、更に、例えば、テンター方式、ある
いは、チューブラー方式等を利用して１軸ないし２軸方向に延伸してなる前記の基材フィ
ルムないしシートを使用することができる。
【００７１】
　本発明において、前記の基材フィルムないしシートの膜厚としては、６～１００μｍ位
、より好ましくは、９～５０μｍ位が望ましい。
【００７２】
　次に、本発明において、バリア層を構成する金属の蒸着膜を形成する方法について説明
すると、かかる方法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーテ
ィング法等の物理気相成長法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　　ＶａｐｏｒＤｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法
、ＰＶＤ法）、あるいは、プラズマ化学気相成長法、熱化学気相成長法、光化学気相成長
法等の化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　　Ｖａｐｏｒ　　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法、
ＣＶＤ法）等を挙げることができる。
【００７３】
　本発明において、金属の蒸着膜の形成法について具体的に説明すると、上記のような金
属を原料とし、これを加熱して可撓性フィルムの上に蒸着する真空蒸着法、または原料に
金属を使用し、酸素ガス等を導入して酸化させて可撓性フィルムの上に蒸着する酸化反応
蒸着法、更に酸化反応をプラズマで助成するプラズマ助成式の酸化反応蒸着法等を用いて
蒸着膜を形成することができる。
【００７４】
　本発明にかかる積層材を構成する最内層としては、加熱によって溶融し相互に融着し得
るヒートシール性を有するものであって、最外層より低い融点を有するフィルムないしシ
ートであればいずれのものでも使用することができる。
【００７５】
　具体的には、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン等のポリオレフィン系樹
脂を製膜したフィルムを使用することが好ましく、中でも、直鎖状低密度ポリエチレン樹
脂を使用することが高いヒートシール性、滑り性、耐ピンホール性に優れるため、より好
ましい。
【００７６】
　また、上記のポリオレフィン系フィルムからなる層は、例えば、Ｔダイ法、又は、イン
フレーション法等によってあらかじめ製膜したものであって、製膜後、後述する種々の方
法により表面を凹凸状にマット化した膜からなることが、輸送時において内容物と最内層
で擦れにくく、ピンホールを防止でき、また、両側の積層フィルムの内面同士が密着しに
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くく、袋の開口性が良好となり、より好ましい。
【００７７】
　上記のポリオレフィン系フィルムのマット化は、種々の方法によって行うことができる
。
【００７８】
　例えば、Ｔダイ法で得られた膜を、メッシュを入れたチルロールを用いてエンボス化す
る等の機械的方法や、チルロール、または、インフレーション法のピンチロール等を加熱
しておき、熱的及び機械的にエンボス化する方法や、ブラシ等による研磨等の方法がある
。
【００７９】
　また製膜において、あらかじめポリオレフィン系樹脂の主成分に、相溶性の低い樹脂を
混ぜ合わせた材料を用いることによって、表面が凹凸状の膜とすることもできる。
【００８０】
　なおメッシュによるエンボス化の場合、６０～８０メッシュ程度の凹凸状態とするのが
良い。
【００８１】
　前記の最内層の内面側において、前記の微細な凹凸は、例えば、高さが０．５～１５．
０μｍ程度の凹凸が好ましく、１．０～３．０μｍの凹凸がより好ましい。
最内層の内面が平滑な場合、輸液バッグの内容物と最内層で輸送時に擦れを発生しやすく
、好ましくない。
【００８２】
　また、両側の積層フィルムの内面同士が密着しやすく、袋の開口性が悪くなり、好まし
くない。
【００８３】
　尚、前記微細な凹凸の高さが、０．５μｍ未満の場合は、内容物と積層フィルムの内面
との擦れ防止の効果がなく、また、積層フィルムの内面同士が密着しやすくなるため好ま
しくない。
【００８４】
　また、凹凸の高さが、１５μｍを超える場合は、内容物と積層フィルムの内面との擦れ
防止効果、および、積層フィルムの内面同士の密着防止効果はよいが、ヒートシール適性
が低下するため好ましくない。
【００８５】
　なお、上記の各種の樹脂の１種ないしそれ以上を使用し、その製膜化に際して、例えば
、フィルムの加工性、耐熱性、対候性、機械的性質、寸法安定性、抗酸化性、滑り性、離
形性、難燃性、抗カビ性、電気的特性、強度、その他等を改良、改質する目的で、種々の
プラスチック配合剤や添加剤等を添加することができる。
【００８６】
　その添加量としては、極微量から数十％まで、その目的に応じて、任意に添加すること
ができる。
【００８７】
　上記において、一般的な添加剤としては、例えば、滑剤、架橋剤、酸化防止剤、紫外線
吸収剤、光安定剤、充填剤、帯電防止剤、アンチブロッキング剤、染料、顔料等の着色剤
、その他等を使用することができ、更には、改質用樹脂等も使用することができる。
【００８８】
　次に、上記の本発明において、各種の樹脂のフィルムないしシートと各層を積層する方
法について説明すると、最外層、バリア層、遮光性フィルム層、および、最内層の層間は
、かかる方法として、通常の包装材料をラミネートする方法、例えば、ウエットラミネー
ション法、ドライラミネーション法、無溶剤型ドライラミネーション法、押し出しラミネ
ーション法、Ｔダイ押し出し成形法、共押し出しラミネーション法、その他等で行うこと
ができる。
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【００８９】
　中でも、本発明において、最外層とバリア層との層間、および、遮光性フィルム層と最
内層の層間を接着するために、後述する熱可塑性樹脂の１種ないし２種以上を使用し、こ
れを押出機等を用いて溶融押出してラミネートする方法が、ごわつきもなく、柔軟性に富
み、フィルムからの溶出物が少なく、衛生性に優れ、また、接着剤のエージング等も必要
なく、生産性においても優れ、望ましいものである。
【００９０】
　本発明において、上記の溶融押出樹脂層としては、熱可塑性樹脂層からなる樹脂層が使
用され、かかる材料としては、具体的に、低密度ポリエチレン樹脂、中密度ポリエチレン
樹脂、高密度ポリエチレン樹脂、直鎖状低密度ポリエチレン樹脂、メタロセン触媒を利用
して重合したエチレン・αオレフィンとの共重合体樹脂、エチレン・ポリプロピレン共重
合体樹脂、エチレン・酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン・アクリル酸共重合体樹脂、エ
チレン・アクリル酸エチル共重合体樹脂、エチレン・メタクリル酸共重合体樹脂、エチレ
ン・メタクリル酸メチル共重合体樹脂、エチレン・マレイン酸共重合体樹脂、アイオノマ
ー樹脂、ポリオレフィン樹脂に不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸
無水物、エステル単量体をグラフト重合、または、共重合した樹脂、無水マレイン酸をポ
リオレフィン樹脂にグラフト変性した樹脂等を使用することができる。
【００９１】
　これらの材料は、一種ないしそれ以上を組み合わせて使用することができる。
【００９２】
　その樹脂層の厚みとしては、５～３０μｍ位が好ましい。
【００９３】
　次に、上記の本発明において、積層体を構成するバリア層と遮光性フィルムとを積層す
る方法について説明すると、バリア層と遮光性フィルムとの層間は、ドライラミネーショ
ン法、無溶剤型ラミネーション法、ウエットラミネーション法、押出しラミネーション法
、共押出しラミネーション法、サンドイッチラミネーション法、その他等で行うことがで
き、中でも、ドライラミネーション法が好ましい。
【００９４】
　上記の積層を行う際に、必要ならば、例えば、コロナ処理、オゾン処理等の前処理をフ
ィルムに施すことができる。
【００９５】
　本発明において、ラミネート用接着剤を使用することにより、バリア層と遮光性フィル
ム層の金属蒸着膜との層間の密着性を向上すると共に、ラミネート用接着剤層の伸長度を
向上させ、ラミネート加工、あるいは、製函加工の後加工適性を向上させ、後加工時にお
けるアルミニウム等の金属蒸着膜のクラック等を防止し、層間剥離せず、ラミネート強度
が強固なものが得られるという利点を有するものである。
【００９６】
　上記のラミネート用接着剤の組成系としては、水性型、溶剤型、エマルジョン型、分散
型等のいずれの形態でもよく、また、その性状は、フィルム・シート状、粉末状、固形状
等のいずれの形態でもよく、更に、接着機構については、化学反応型、溶剤揮発型、熱溶
融型、熱圧型等のいずれの形態でもよいものである。
【００９７】
　かかるラミネート用接着剤等としては、例えば、イソシアネート系（ウレタン系）、ポ
リエチレンイミン系、ポリブタジェン系、有機チタン系等のアンカーコーティング剤、あ
るいはポリウレタン系、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル、２－エチルヘキ
シルエステル等のポリアクリル系、ポリエステル系、エポキシ系、ポリ酢酸ビニル系、セ
ルロース系、ポリアミド系、ポリイミド系、尿素樹脂、メラミン樹脂等のアミノ樹脂系、
フェノール樹脂系、エポキシ樹脂系、反応型（メタ）アクリル系、クロロプレンゴム、ニ
トリルゴム、スチレン－ブタジエンゴム等のゴム系、シリコーン系、アルカリ金属シリケ
ート、低融点ガラス等からなる無機系接着剤、その他等の接着剤等を好ましく使用でき、
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例えば、イソシアネート系樹脂（硬化剤）と、水酸基を有するポリエステル系樹脂、ポリ
エーテル系樹脂、ウレタン変性ポリオール、エポキシ化合物（主剤）との二液硬化型接着
剤が望ましい。
【００９８】
　これらの中でもポリエステルを用いることは耐熱性の点で好ましい。
【００９９】
　なお、上記ラミネート用接着剤には、例えば、シランカップリング剤等の接着促進剤を
任意に添加することができる。
【０１００】
　シランカップリング剤は、その分子の一端にある官能基、クロロ、アルコキシ、または
、アセトキシ基等が加水分解し、シラノール基を形成し、これが、金属蒸着膜の表面上の
活性な基と脱水縮合反応等を起こして強固な結合を形成し、他方で、シランカップリング
剤の他端にあるビニル基、メタクリロキシ基、アミノ基、エポキシ基等の有機官能基が、
耐ピンホール性層、最内層等を構成する物質と強固に反応することで、ラミネート強度を
高め、強固な層間強度を可能にするものである。
【０１０１】
　即ち、シランカップリング剤が有する無機性と有機性とを利用し、金属箔、無機酸化物
の蒸着膜と、接着剤層、アンカーコート剤層、その他等の層を介して、紙基材、合成樹脂
フィルム基材との密着性を向上させ、これにより、ラミネート強度を高めるものである。
【０１０２】
　而して、これらの接着剤を形成する方法としては、例えば、ダイレクトロールコート、
リバースロールコート、グラビア（ダイレクト）コート、エアナイフコート、スクイズコ
ート、ブレードコート、コンマコート、カーテンフローコート、キスコート、押し出しコ
ート、その他の方法によって形成することができる。接着剤のコーティング量としては、
０．１～１０ｇ／ｍ２位（乾燥状態）が好ましく、１～５ｇ／ｍ２位（乾燥状態）が望ま
しい。
【０１０３】
　而して、各種の樹脂のフィルムないしシートと各層を積層する際、必要ならば、例えば
、コロナ処理、オゾン処理、フレーム処理、その他等の前処理を施し、積層することがで
きる。
【０１０４】
　上記の表面前処理は、各種の樹脂のフィルムないしシートと各層を積層する際、密着性
等を改良するための方法として実施するものであるが、上記の密着性を改良する方法とし
て、例えば、各種の樹脂のフィルムないしシートの表面に、予め、プライマーコート剤層
、アンダーコート剤層、アンカーコート剤層等を任意に形成して、表面処理層とすること
もできる。
【０１０５】
　上記の前処理のコート剤層としては、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂
、ポリウレタン系樹脂、エポキシ樹脂、フェノール系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、ポ
リ酢酸ビニル系樹脂、ポリエチレンあるいはポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂あ
るいはその共重合体ないし変性樹脂、セルロース系樹脂、その他等をビヒクルの主成分と
する樹脂組成物を使用することができる。
【０１０６】
　上記のアンカーコート剤としては、上記アンカーコート剤に使用出来るものとしては、
溶剤型、水性型のいずれも使用可能だが、基材が紙の場合、希釈溶剤中およびアンカーコ
ート剤中のトルエン、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）等の人体に有害な有機溶剤等が、積
層体中に残存するため、食品包装に用いた場合には食品に残留溶剤が移行し易く、食品衛
生上好ましくない。
【０１０７】
　従って、（塩素化）ポリプロピレン系、変性ポリオレフィン系、エチルビニルアルコー
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ル系、ポリエチレンイミン系、ポリブタジエン系、ポリウレタン系、ポリエステル系ポリ
ウレタンエマルジョン、ポリ塩化ビニルエマルジョン、ウレタンアクリルエマルジョン、
シリコンアクリルエマルジョン、酢酸ビニルアクリルエマルジョン、アクリルエマルジョ
ン、スチレン－ブタジエン共重合体ラテックス、アクリルニトリル－ブタジエン共重合体
ラテックス、メチルメタアクリレート－ブタジエン共重合体ラテックス、クロロプレンラ
テックス、ポリブタジェンラテックスのゴム系ラテックス、ポリアクリル酸エステルラテ
ックス、ポリ塩化ビニリデンラテックス、ポリブタジエンラテックス、あるいはこれらの
ラテックスのカルボキシル変性物や水溶性物質、例えば、ポリビニルアルコール、水溶性
エチレン酢酸ビニル共重合体、ポリエチレンオキサイド、水性アクリル樹脂、水性アポキ
シ樹脂、水性セルロース誘導体、水性ポリエステルおよび水性リグニン誘導体等水性イソ
シアネート等の水性若しくは水分散型エマルジョン若しくはディスパージョンのアンカー
コート剤が用いられる。
【０１０８】
　上記のアンカーコート剤の塗布法としては、例えば、グラビアコート法、リバースロー
ルコート法、ナイフコート法、キスコート法、その他等の方法で塗布することができ、そ
の塗布量としては、乾燥状態で、０．１～５ｇ／ｍ２が好ましい。
【０１０９】
　次に、本発明において、上記のような積層材を使用して製袋する方法について説明する
と、その内層のヒートシール性フィルム層の面を対向させて、それを折り重ねるか、或い
はその二枚を重ね合わせ、更にその周辺端部をヒートシールしてシール部を設けて袋体を
構成することができる。
【０１１０】
　而して、その製袋方法としては、上記の積層材を、その内層の面を対向させて折り曲げ
るか、あるいはその二枚を重ね合わせ、更にその外周の周辺端部を、例えば、側面シール
型、二方シール型、三方シール型、四方シール型、封筒貼りシール型、合掌貼りシール型
（ピローシール型）、ひだ付シール型、平底シール型、角底シール型、その他等のヒート
シール形態によりヒートシールして、本発明にかかる種々の形態の包装用容器を製造する
ことができる。
【０１１１】
　上記において、ヒートシールの方法としては、例えば、バーシール、回転ロールシール
、ベルトシール、インパルスシール、高周波シール、超音波シール等の公知の方法で行う
ことができる。
【０１１２】
　なお、本発明においては、上記のような包装用容器には、易開封性手段として、例えば
、ワンピースタイプ、ツウーピースタイプ、その他等の注出口、あるいは開閉用ジッパー
等の任意に取り付けることができる。
【０１１３】
　上記の易開封性手段としては、通常の袋にも汎用されているノッチのほか、レーザー光
照射などによるハーフカット線、或いは、一軸延伸フィルムの積層（延伸方向が切り取り
線の方向と一致するように積層する）、カットテープの貼着などがあり、これらは単独で
用いてもよく、また、ノッチとハーフカット線、または一軸延伸フィルムの積層、または
カットテープの貼着などのように複数を組み合わせて用いることができる。
【０１１４】
　このような構成を採ることにより、適する位置で容易に手で引き裂いて開封できるよう
になる。
【０１１５】
　而して、本発明において、本発明にかかる積層材を使用して製袋してなる種々の形態か
らなる包装用容器は、柔軟性、耐衝撃性、耐摩擦性、耐ピンホール性、耐突き刺し性、耐
熱性、低温ヒートシール性に優れ、外部からの光、酸素ガスおよび水蒸気等に対するバリ
ア性に優れ、フィルムからの溶出物が少なく、衛生性に優れ、例えば、飲食品、輸液バッ
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グ、医薬品、洗剤、シャンプー、オイル、歯磨き、接着剤、粘着剤等の化学品ないし化粧
品、その他等の種々の物品の充填包装適性、保存適性等に優れているものである。
【実施例】
【０１１６】
　上記の本発明について実施例を挙げて更に具体的に説明する。
【０１１７】
　（実施例１）
　図４は、本発明にかかる積層体の実施例の層構成を示す概略的断面図である。
　図４に示すように、本発明にかかる積層体は、まず、中間層として、厚さ２５μｍのナ
イロン樹脂層２ａ（８μｍ）／エチレン－ビニルアルコール共重合体層２ｂ（９μｍ）／
ナイロン樹脂層２ａ（８μｍ）の２種３層からなる共押出し２軸延伸ナイロンフィルム２
´を使用し、その裏面に、ウレタン系インキ組成物を使用し、グラビア印刷法にて、文字
、記号、絵柄、図形等からなる印刷模様を印刷して、所望の印刷層７を形成した。
【０１１８】
　更に、前記の印刷層７の上に、ポリウレタン系のラミネート接着剤層８を塗布量３．０
ｇ／ｍ２で塗布し、１００Åのアルミ蒸着膜２ｃを形成した厚み１２μｍの２軸延伸ポリ
エチレンテレフタレートフイルム２２のアルミ蒸着面２ｃを積層し、層構成、共押出し２
軸延伸ナイロンフィルム２´層／印刷層７／ラミネート接着剤層８／アルミ蒸着膜２ｃ／
２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフイルム２２からなる積層フィルムを得た。
【０１１９】
　一方、最外層として、厚さ３０μｍのホモ系のポリプロピレン樹脂より製膜した未延伸
フィルム１ａを準備した。
【０１２０】
　前記の未延伸のポリプロピレンフィルム１ａにおいて、片面にコロナ処理を施し、コロ
ナ処理面に塗布量０．１ｇ／ｍ２のポリウレタン系アンカーコート層６ａを塗布し、前記
の最外層のアンカーコート層６ａ塗布面と、前記の積層フィルムのアンカーコート層６ｂ
塗布面とを対向させ、厚さ１５μｍのポリエチレン樹脂による溶融押出し樹脂層４を介し
て積層させ、その結果、層構成、未延伸のポリプロピレンフィルム１ａ／ポリウレタン系
アンカーコート層６ａ／溶融押出しポリエチレン樹脂層４／ポリエチレンイミン系アンカ
ーコート層６ｂ／共押出し２軸延伸ナイロンフィルム２´層／印刷層７／ラミネート接着
剤層８／アルミ蒸着膜２ｃ／２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフイルム層２２からな
る積層フィルムを得た。
【０１２１】
　一方、最内層として、片面に１．０～３．０μｍの凹凸を設けた６０μｍの直鎖状低密
度ポリエチレン未延伸フィルム３ａを製膜し、これを使用した。
なお、凹凸は、Ｔダイキャスト法製膜の際に、表面に凹凸を有する冷却ロールを用いて型
付けをした。
【０１２２】
　また、凹凸の測定は、三次元表面粗さ・輪郭形状測定機（日本電計株式会社製）を用い
た。この方法は、物体の表面を直接触針方式で３次元測定するものである。
【０１２３】
　上記で得られた積層フィルムの２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフイルム層側にポ
リウレタン系のアンカーコート剤６ａを塗布し（塗布量０．１ｇ／ｍ２）、厚さ１５μｍ
のポリエチレン樹脂からなる溶融押出し樹脂層４を介して、前記の直鎖状低密度ポリエチ
レン未延伸フィルム３ａの凹凸処理を施していない面に積層して、本発明にかかる実施例
１の積層体を得た。
【０１２４】
　なお、下記の実施例１の層構成は最外層から最内層の順に示す。
層構成：未延伸のポリプロピレンフィルム層１ａ／ポリウレタン系アンカーコート層６ａ
／溶融押出しポリエチレン樹脂層４／ポリエチレンイミン系アンカーコート層６ｂ／共押
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出し２軸延伸ナイロンフィルム２´／印刷層７／ラミネート接着剤層８／アルミ蒸着膜２
ｃ／２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフイルム層２２／溶融押出しポリエチレン樹脂
層４／直鎖状低密度ポリエチレン未延伸フィルム層３ａ
【０１２５】
　以下に実施例１で用いた材料の種類を示す。
未延伸ポリプロピレンフィルム：商品名「ＳＣ」（東セロ（株）製）
溶融押出しポリエチレン樹脂：商品名「スミカセン１１Ｐ」（三井化学（株）製）
共押出し２軸延伸ナイロンフィルム：商品名「ＨＰ」（グンゼ（株）製）
印刷インキ：商品名「グラビアインキＣＬＩＯＳ」（ザ・インクテック（株）製）
２軸延伸延伸ポリエチレンテレフタレートフイルム：商品名「８００Å」（日本メタライ
ジング工業（株）製）
未延伸の直鎖状低密度ポリエチレンフィルム：商品名「ＳＰ－ＵＭＳＬ」（大日本樹脂（
株）製）
【０１２６】
　次いで、上記で製造した積層材の２枚を用意し、その直鎖状低密度ポリエチレンフィル
ムの面を対向して重ね合わせ、しかる後、その外周周辺の端部を５ｍｍ幅で三方ヒートシ
ール（条件１８０℃、２ｋｇ／ｃｍ２、０．５秒）してシール部を形成すると共に上方に
開口部を有する６３０ｍｍ×３２０ｍｍの平袋を製造した。
【０１２７】
　上記で製造した平袋内に、その開口部から輸液バッグを収納した後、しかる後、その開
口部をヒートシールして上方シール部を形成して、シール部にノッチを入れ、本発明にか
かる包装体を製造した。
【０１２８】
　上記で製造した包装体は、外部からの光を遮断し、酸素ガスおよび水蒸気等に対するバ
リア性に優れ、更に、フィルムからの溶出物が少なく、柔軟性、耐衝撃性、耐摩擦性、耐
ピンホール性、耐突き刺し性、耐熱性、低温ヒートシール性、品質保持性、印刷適性、開
口性、充填包装適性、内容物充填適性に優れるものであった。
【０１２９】
（比較例１）
　図５は、比較例１の積層体（従来品）の層構成を示す概略的断面図である。
　図５に示すように、まず、最外層として、厚さ２０μｍの２軸延伸ナイロンフィルム１
ｂを使用し、その裏面に、ウレタン系インキ組成物を使用し、グラビア印刷法にて、文字
、記号、絵柄、図形等からなる印刷模様を印刷して、所望の印刷層７を形成した。
【０１３０】
　その後、印刷層７の上にポリウレタン系ラミネート接着剤８を塗布し（塗布量３．０ｇ
／ｍ２）、中間層として、厚さ２５μｍのナイロン樹脂層２ａ（８μｍ）／エチレン－ビ
ニルアルコール共重合体層２ｂ（９μｍ）／ナイロン樹脂層２ａ（８μｍ）等の２種３層
からなる共押出し２軸延伸ナイロンフィルム２´を積層した結果、層構成、２軸延伸ナイ
ロンフィルム１ｂ／印刷層７／ラミネート接着剤層８／共押出し２軸延伸ナイロンフィル
ム２´からなる積層フィルムを得た。
【０１３１】
　次に、上記で得られた積層フィルムの中間層側にポリウレタン系の接着剤８を塗布し（
塗布量３．０ｇ／ｍ２）、最内層として、５０μｍの直鎖状低密度ポリエチレン未延伸フ
ィルム３ａを積層して比較例１の積層体を得た。
【０１３２】
　なお、下記の比較例１の層構成は最外層から最内層の順に示す。
層構成：２軸延伸ナイロンフィルム層１ｂ／印刷層７／ラミネート接着剤層８／共押出し
２軸延伸ナイロンフィルム層２´／ラミネート接着剤層８／直鎖状低密度ポリエチレン未
延伸フィルム層３ａ
【０１３３】
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　以下に比較例１で用いた材料の種類を示す。
２軸延伸ナイロンフィルム：商品名「ＯＮ」（ユニチカ（株）製）
印刷インキ：商品名「グラビアインキＣＬＩＯＳ」（ザ・インクテック（株）製）
共押出し２軸延伸ナイロンフィルム：商品名「ＨＰ」（グンゼ（株）製）
未延伸の直鎖状低密度ポリエチレンフィルム：商品名「ＳＲ－Ｘ」（大日本樹脂（株）製
）
【０１３４】
（比較例２）
　図６は、比較例２の積層体の層構成を示す概略的断面図である。
　図６に示すように、最外層として厚み１５μｍの２軸延伸ナイロンフィルム１ｂを使用
し、遮光性フィルムを使用しない以外は、上記の実施例１と同様の材質、方法を用いて、
積層体を製造した。
【０１３５】
　なお、下記の比較例２の層構成は最外層から最内層の順に示す。
比較例２の層構成：２軸延伸ナイロンフィルム層１ｂ／ポリウレタン系アンカーコート層
６ａ／溶融押出しポリエチレン樹脂層４／ポリエチレンイミン系アンカーコート層６ｂ／
共押出し２軸延伸ナイロンフィルム２´／印刷層７／ポリウレタン系アンカーコート層６
ａ／溶融押出しポリエチレン樹脂層４／直鎖状低密度ポリエチレン未延伸フィルム層３ａ
【０１３６】
　以下に比較例２で用いた材料の種類を示す。
２軸延伸ナイロンフィルム：商品名「ＯＮ」（ユニチカ（株）製）
【０１３７】
（実験１：ヒートシール強度測定）
　実施例１、および、比較例１～２で製造した積層体について、サンプルを１５ｍｍ巾の
短冊切りし、該積層体を１ｋｇ／ｃｍ２、１８０℃、１秒間のシール条件でシール後、引
張試験機（オリエンテック社製）でＴ字剥離して測定した。
【０１３８】
　なお、引張速度は、３００ｍｍ／ｍｉｎ、つまみ間隔５０ｍｍ、ロードセル５ｋｇｆで
行った。
【０１３９】
　上記の測定結果について、下記の表１に示す。
【０１４０】
　なお、表１中には、１５ｍｍ当たりのヒートシール強度（単位：Ｎ／１５ｍｍ）を記載
した。
【０１４１】
（実験２：屈曲ピンホール測定）
　実施例１、および、比較例１～２で製造した積層体について、サンプルをＡ４サイズ（
３０ｃｍ×２１ｃｍ）に断裁し、ゲルボフレックステスターで、各サンプルフィルムの最
外層の面をテスト面とし、温度２３℃、ゲルボの回数、１０００回、および、５０００回
で屈曲後、各サンプルの３０ｃｍ×２１ｃｍの面積内に発生したピンホールの数をカウン
トした。
【０１４２】
　上記の測定結果について、下記の表１に示す。
【０１４３】
（実験３：滑り性測定）
　実施例１、および、比較例１～２で製造した積層体の最外層の面、及び、最内層の面に
ついて、東洋精機株式会社製の滑り試験機を使用し、ＡＳＴＭ　１８９４に準じ、静摩擦
係数μｓ、動摩擦係数μｄを測定した。
【０１４４】
（実験４：酸素透過度測定）
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　実施例１、および、比較例１～２で製造した積層体について、温度２３℃、湿度６０％
ＲＨの条件で、米国、モコン（ＭＯＣＯＮ）社製の測定機〔機種名、オクストラン（ＯＸ
ＴＲＡＮ）〕にて、ＪＩＳ　　Ｋ７１２６Ｂに準じ、測定した。
【０１４５】
　なお、表１中、酸素透過度の単位は、ｃｃ　／ｍ２　・ｄａｙ・ａｔｍである。
【０１４６】
（実験結果）
【表１】

【０１４７】
　上記の測定結果より明らかなように、実施例１にかかるものは、フィルムの柔軟性に富
み、耐屈曲性、滑り性、バリアー性、シール強度に優れるものであった。
【０１４８】
　これに対し、比較例１において、実施例１の積層体に比べて、各層間をドライラミネー
ト接着剤を介して積層しているためにごわつき、最外層として延伸フィルムを使用してい
るため耐屈曲性に劣り、屈曲部分にピンホールを発生し、バリアー性が劣化し、また、最
内層が平滑なため滑り性に劣り、開封の際にフィルムの内面同士が密着しやすく開封しに
くいものであった。
【０１４９】
　また、比較例２において、最外層として延伸フィルムを使用しているため、耐屈曲性に
劣り、屈曲部分にピンホールを発生し、バリアー性が劣化してしまい、好ましくないもの
であった。
【０１５０】
　以上の説明で明らかなように、本発明は、少なくとも、最外層として未延伸ポリオレフ
ィン系フィルム、バリア層として延伸ポリアミド系樹脂フィルム、遮光性フィルム、およ
び、最内層として未延伸ポリオレフィン系フィルムを順次に積層する構成からなる積層体
であって、前記の最内層が、最外層より低い融点を有する樹脂から製膜されたフィルムで
あると共に、前記の最外層とバリア層の層間、並びに、遮光性フィルム層と最内層の層間
が、溶融押出し樹脂層を介して積層され、バリア層と遮光性フィルム層の層間が、ドライ
ラミネート用接着剤層を介して積層される構成からなることを特徴とする積層体を製造し
たところ、外部からの光を遮断し、酸素ガスおよび水蒸気等に対するバリア性に優れ、更
に、フィルムからの溶出物が少なく、柔軟性、耐衝撃性、耐摩擦性、耐ピンホール性、耐
突き刺し性、遮光性、耐熱性、低温ヒートシール性、品質保持性、印刷適性、開口性、充
填包装適性等に優れ、最内層に凹凸状の形状を形成したところ、更に内表面の滑り性に優
れた積層体を提供することができるものである。
【０１５１】
　更に、該積層体を使用し、包装容器を製造したところ、流通過程、保管過程において、
品質保持性に対する要求の厳しい食品、医療医薬品用の包装容器を提供することができる
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【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】本発明にかかる積層体の一例の層構成を示す概略的断面図である。
【図２】図１に示す積層体を使用し、本発明にかかる袋状のプラスチック容器の一例を示
す概略的正面図である。
【図３】図２に示す袋状のプラスチック容器を使用し、これに輸液バッグ等の物品を包装
し、開口部をヒートシールして密閉した包装体の一例を示す概略的正面図である。
【図４】本発明にかかる積層体の実施例の層構成を示す概略的断面図である。
【図５】比較例１の積層体（従来品）の層構成を示す概略的断面図である。
【図６】比較例２の積層体の層構成を示す概略的断面図である。
【符号の説明】
【０１５３】
１　　未延伸ポリオレフィン系フィルム層（最外層）
１ａ　未延伸ポリプロピレンフィルム層（最外層）
１ｂ　２軸延伸ナイロンフィルム層（最外層）
２１　延伸バリア性ポリアミド系樹脂フィルム層（バリア層）
２´　共押出し２軸延伸ナイロンフィルム（バリア層）
２ａ　ナイロン樹脂層
２ｂ　エチレン－ビニルアルコール共重合体層
２ｃ　金属蒸着層
２２　基材フィルム
２´´遮光性フィルム
３　　未延伸ポリオレフィン系フィルム層（最内層）
３ａ　直鎖状低密度ポリエチレン未延伸フィルム（最内層）
４　　溶融押出し樹脂層
５　　凹凸形状
６ａ　アンカーコート層（ポリウレタン系）
６ｂ　アンカーコート層（ポリエチレンイミン系）
７　　印刷層
８　　ラミネート接着剤層
９ａ　サイドシール
９ｂ　ボトムシール
９ｃ　トップシール
１０　積層体
１１　ノッチ
１２　内容物（輸液バッグ）
２０　包装容器（平袋）
３０　包装体
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