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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、基材層、バリア層、バリア層上に隣接して積層されたアンカーコート層、
該アンカーコート層上に隣接して積層されたシーラント層を有する包装材料であって、
　該アンカーコート層は、エポキシ樹脂とエポキシ樹脂硬化剤とからなるエポキシ樹脂組
成物を主成分とする組成物を硬化してなる層であり、且つ、
　該シーラント層は、該アンカーコート層に隣接する直鎖状低密度ポリエチレン樹脂層と
、環状ポリオレフィン系樹脂層との２層からなる層であり、
　該環状ポリオレフィン系樹脂層は、環状ポリオレフィン系樹脂のみからなる、層厚２～
５μｍの層であることを特徴とする、上記包装材料。
【請求項２】
　前記バリア層が、アルミニウム箔、並びにアルミニウム蒸着膜、酸化珪素蒸着膜及びア
ルミナ蒸着膜からなる群より選択される少なくとも１種からなる層であることを特徴とす
る、請求項１に記載の包装材料。
【請求項３】
　接着層のエポキシ樹脂組成物中に含まれるエポキシ樹脂硬化剤は、芳香族部位を分子中
に含むエポキシ樹脂硬化剤であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の包装材料。
【請求項４】
　接着層のエポキシ樹脂組成物中に含まれるエポキシ樹脂は、メタキシレンジアミンから
誘導されたグリシジルアミン部位を有するエポキシ樹脂であることを特徴とする、請求項
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１～３のいずれか１項に記載の包装材料。
【請求項５】
　直鎖状低密度ポリエチレン樹脂層と環状ポリオレフィン系樹脂組成物層とは、共押出コ
ーティングにより積層されることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の包
装材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬品、化粧品、食品等の内容物に含有される有効成分の吸着量が低減され
た非吸着性の包装材料に関し、より詳細には、内容物の吸着量が低減することができ、且
つ、ガスバリア性とヒートシール性に優れる包装材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、包装袋や蓋材等の包装材の最内層には、ヒートシール性に優れるポリエチレンや
ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂や、アイオノマー、エチレン・メタクリル酸共
重合体樹脂（ＥＭＭＡ）等のコポリマー樹脂が使用されている。これらの樹脂は、ヒート
シールにより高い密着強度を達成することができるが、種々の有機化合物を吸着し易いこ
とが知られている。したがって、これらの樹脂を最内層、すなわち内容物と接する層とし
て有する包装材は、有機化合物を有効成分として含む医薬品、化粧品、食品等の包装には
不適であり、あらかじめ内容物中に有効成分を多めに含ませる等の対策が必要である。ま
た、上記の樹脂はガスバリア性に劣ることから、上記樹脂を用いて包装材料を形成する場
合、例えば、バリア層としてアルミニウム箔などを設ける必要があるが、前記バリア性層
とこれと隣接する層との間に層間剥離（デラミネーション）が生じ、実用に耐えることが
できない。
【０００３】
　そのため、シーラント層に使用する材料として、ヒートシール性を有しながら、有効成
分を吸着しにくいものの開発がなされている。代表的には、アクリロニトリル系樹脂から
なる非吸着性シーラント層を最内層とする包装材が使用されている（特許文献１）。しか
しながら、アクリロニトリル系樹脂は、ヒートシール性が悪く、また高価であるため、よ
り好ましい非吸着性シーラントの開発が求められている。
【０００４】
　これに対し、例えば、特許文献２には、最内層が、アルミニウム箔又は無機物の蒸着膜
で形成される非吸着性包装材が開示されている。前記包装材は、前記アルミニウム箔や蒸
着膜に部分的に接着性樹脂層を形成することで製袋して使用されている。接着性樹脂層と
しては、ウレタン系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、アクリル系樹脂などが開示
されている。しかしながら、このような包装材は、その製造工程が複雑である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－１３２９４６号公報
【特許文献２】特開平１０－４５１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記の問題点を解決して、有機化合物成分を吸着しにくくした、すなわち非
吸着性に優れ、且つ、良好なガスバリア性とヒートシール性を有する包装材料を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、種々研究の結果、少なくとも、基材層、バリア層、バリア層上に隣接して
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積層されたアンカーコート層、該アンカーコート層上に隣接して積層されたシーラント層
を有する包装材料であって、該アンカーコート層は、エポキシ樹脂とエポキシ樹脂硬化剤
とからなるエポキシ樹脂組成物を主成分とする組成物を硬化してなる層であり、且つ、該
シーラント層は、該アンカーコート層に隣接する直鎖状低密度ポリエチレン樹脂（ＬＬＤ
ＰＥ、密度０.９００～０.９４０ｇ／ｃｍ3）層と、環状ポリオレフィン系樹脂層とを有
する層であることを特徴とする上記包装材料が、上述の目的を達成することを見出した。
【０００８】
　そして、本発明は、以下の点を特徴とする。
１．少なくとも、基材層、バリア層、バリア層上に隣接して積層されたアンカーコート層
、該アンカーコート層上に隣接して積層されたシーラント層を有する包装材料であって、
　該アンカーコート層は、エポキシ樹脂とエポキシ樹脂硬化剤とからなるエポキシ樹脂組
成物を主成分とする組成物を硬化してなる層であり、且つ、
　該シーラント層は、該アンカーコート層に隣接する直鎖状低密度ポリエチレン樹脂層と
、環状ポリオレフィン系樹脂層とを有する層であることを特徴とする、上記包装材料。
２．前記シーラント層は、直鎖状低密度ポリエチレン樹脂層と環状ポリオレフィン系樹脂
層との２層からなる層であることを特徴とする、請求項１に記載の包装材料。
３．前記バリア層が、アルミニウム箔、並びにアルミニウム蒸着膜、酸化珪素蒸着膜及び
アルミナ蒸着膜からなる群より選択される少なくとも１種からなる層であることを特徴と
する、請求項１又は２に記載の包装材料。
４．接着層のエポキシ樹脂組成物中に含まれるエポキシ樹脂硬化剤は、芳香族部位を分子
中に含むエポキシ樹脂硬化剤であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記
載の包装材料。
５．接着層のエポキシ樹脂組成物中に含まれるエポキシ樹脂は、メタキシレンジアミンか
ら誘導されたグリシジルアミン部位を有するエポキシ樹脂であることを特徴とする、請求
項１～４のいずれか１項に記載の包装材料。
６．直鎖状低密度ポリエチレン樹脂層と環状ポリオレフィン系樹脂組成物層とは、共押出
コーティングにより積層されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の
包装材料。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の環状ポリオレフィン系樹脂組成物からなる包装材用シーラント層は、種々の有
機化合物、例えば、ｌ－メントールやサリチル酸メチル等の薬効成分を吸着しにくい。ま
た、上記のとおり、主成分として含まれる環状ポリオレフィン系樹脂が高い分子間力を発
揮するため、分子間の距離が近い密な表面構造を有する。したがって、低分子量成分の溶
出を抑制できるため、保香性にも優れ、また包装材の最内層を形成するのに十分なヒート
シール性を示す。
【００１０】
　また、一般的に、環状ポリオレフィン系樹脂は、その溶融成膜時に、高い分子間力が働
き、ポリマー間で凝集を引き起こすことが知られている。その結果、膜の至る所で樹脂が
凝集して瘤状のゲル塊を形成し、均一な膜表面を得ることが難しい。そして、この傾向は
、インフレーション法による成膜時には一層顕著になり、該法により得られる環状ポリオ
レフィン系樹脂膜は、その表面全体に無数のゲル塊が発生する。
【００１１】
　しかしながら、本発明に従って、環状ポリオレフィン系樹脂層をＬＬＤＰＥ層と隣接さ
せて一緒に製膜することによって、環状ポリオレフィン系樹脂の分子同士の不均一な凝集
が抑制される。したがって、本発明の包装材料のシーラント層は、製膜が容易であり、均
質で、良好な透明性を有する美麗な層を形成することができる。また、インフレーション
法による高速製膜時にも、ゲル塊の発生を抑えることができる。
【００１２】
　このような本発明の包装材料において、環状ポリオレフィン系樹脂層は、環状ポリオレ
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フィン系樹脂の高い分子間力に基づいて、分子間の距離が近い密な表面構造を形成してお
り、またＬＬＤＰＥ層は、該環状ポリオレフィン系樹脂層と高い層間密着性を発揮し、該
環状ポリオレフィン系樹脂層に良好な製膜安定性を付与している。このような構造を有す
る本発明の包装材料は、内容物中の成分を吸着しにくく、すなわち非吸着性に優れている
。
【００１３】
　また、本発明の包装材料を形成するシーラント層は、良好なヒートシール性を示し、幅
広いシール温度範囲でヒートシールが可能であり、低温でのヒートシールでも十分なシー
ル強度を発揮する。したがって、加工が容易であり、樹脂酸化臭等の発生が少ない。そし
て、この包装材料を、環状ポリオレフィン系樹脂組成物層が最内層となるように製袋して
得られる包装袋や包装容器は、良好な耐衝撃性を示す。
【００１４】
　また、本発明の包装材料において使用するアンカーコート剤は、エポキシ樹脂とエポキ
シ樹脂硬化剤とからなるエポキシ樹脂組成物を主成分とする組成物を硬化してなる層であ
り、前記硬化物は重合体（ポリマー）を形成する。アンカーコート剤として、例えば、ポ
リウレタン系接着剤などを使用した場合、前記接着剤に含まれる有機低分子量物質が、シ
ーラント層を通過し、内容物中に溶出するが、本発明において使用されるエポキシ樹脂硬
化物はポリマーであり、シーラント層を通過しないことから、内容物を劣化させることが
ない。さらに、上記アンカーコート剤は、優れたガスバリア性を有するものであることか
ら、バリア層と相俟って、外部からの酸素ガスなどの進入を防止することができる。
【００１５】
　さらに、本発明の包装材料はバリア層を有する。ここで、バリア層は、優れたガスバリ
ア性を有することから、前記包装材料を使用した包装容器は外部からの酸素ガスや水蒸気
ガスなどの進入を防止することができ、前記ガスに起因する内容物の変性を有効に防止す
ることができる。
　したがって、本発明の包装材料は、特に内容物の品質保持性が要求される包装容器を形
成するのに好適なものである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の包装材用シーラント層を有する包装材用積層体の層構成についてその一
例を示す概略的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　上記の本発明について以下に更に詳しく説明する。
＜１＞本発明の包装材料を形成する積層体の層構成
　図１は、本発明の包装材料の層構成についてその一例を示す概略的断面図である。
【００１８】
　本発明の包装材料は、図１に示すように、基材層１、バリア層２、アンカーコート層３
、及びシーラント層４をこの順に積層した構成を基本とする。ここで、シーラント層４は
、ＬＬＤＰＥ層（ａ）と環状ポリオレフィン系樹脂層（ｂ）の２層からなる層であり、Ｌ
ＬＤＰＥ層（ａ）がアンカーコート層３と隣接する。
　以下、本発明において使用される樹脂名は、業界において慣用されるものが用いられる
。また、本発明において、密度はＪＩＳ　Ｋ７１１２に準拠して測定した。
【００１９】
＜２＞基材層
　本発明の包装材料に用いる基材層としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレ
ンナフタレートなどのポリエステルの二軸延伸フィルム、ナイロン６、ナイロン６６、Ｍ
ＸＤ６（ポリメタキシリレンアジパミド）などのポリアミドの二軸延伸フィルム、二軸延
伸ポリプロピレンフィルムなどのプラスチックフィルムを好適に使用できるほか、防湿セ
ロハン、合成紙、紙なども使用することができる。これらは単独で使用してもよく、また
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【００２０】
　本発明において、基材層の層厚としては、６～１００μｍ、より好ましくは、９～５０
μｍが望ましい。
【００２１】
＜３＞バリア層
　本発明において、バリア層は、外部への内容物のにおい漏れや、外部からの酸素及び水
蒸気ガスの浸入を抑え、内容物の変質を防ぐためのものであり、適用する包装材料の用途
に応じて任意のバリア層を形成することができる。
【００２２】
　例えば、バリア層を構成する材料として、アルミニウム箔等の金属箔を用いることがで
き、この場合には、優れたガスバリア性が得られ、また遮光性を有することとなる。さら
に、バリア層を構成する材料として、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポリアミド
系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂又はポリアクリロニトリル系樹脂の少なくともいずれ
か一種からなるバリア性フィルムを用いることもできる。好適に使用されるこれらのバリ
ア性フィルムの厚さは、５～３０μｍ程度である。
　また、バリア層は、シリカ、アルミナ、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化インジウム
スズなどの無機酸化物やアルミニウムなどの金属の蒸着層であってよい。
【００２３】
　バリア層の積層方法としては、バリア層が金属箔やプラスチックフィルムである場合は
、接着剤層を介して基材フィルム上に貼り合せることによって積層される。貼り合せに使
用する接着剤としては、任意のものを用いることができるが、押出ラミネート法（いわゆ
る、サンドイッチラミネート法）で貼り合わせる場合は、ポリオレフィン系の熱接着性樹
脂、例えば、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸共重合体、アイオ
ノマー、低密度ポリエチレン樹脂（ＬＤＰＥ、密度０.９１０～０.９２５ｇ／ｃｍ3）な
どを単独で使用するか、又はこれらにハードレジンなどの接着性向上剤をブレンドした樹
脂などを使用することができる。さらに、基材フィルムと上記金属箔あるいはフィルムと
をドライラミネート法で貼り合わせてもよく、その場合は接着剤として、例えば、ドライ
ラミネート用の二液硬化型ポリウレタン系接着剤などを使用することができる。
【００２４】
　また、バリア層が蒸着層である場合は、化学気相成長法及び物理気相成長法等の任意の
蒸着法によって、基材フィルム上に積層される。蒸着層の層厚は、適宜に設定することが
できるが、好適には、約５～１００ｎｍの範囲である。
【００２５】
＜４＞アンカーコート層
　本発明において、アンカーコート層は、シーラント層とバリア層とを接着するためのも
のである。
　本発明において使用するアンカーコート層は、エポキシ樹脂とエポキシ樹脂硬化剤とか
らなるエポキシ樹脂組成物を主成分とする組成物を硬化してなる層である。アンカーコー
ト層に使用するエポキシ樹脂組成物としては、例えば、特開２００３－１５５４６５号公
報や特開２００７－１２６６２７号公報に記載されたものが挙げられる。
【００２６】
　具体的には、上記エポキシ樹脂組成物としては、エポキシ樹脂と芳香族部位を分子中に
含むエポキシ樹脂硬化剤とからなるものを使用することができる。好ましくは、アンカー
コート層に使用するエポキシ樹脂組成物としては、エポキシ樹脂とエポキシ樹脂硬化剤を
含むエポキシ樹脂組成物であって、該エポキシ樹脂組成物により形成されるエポキシ樹脂
硬化物中に式（１）に示される骨格構造が４０質量％以上含有されることを特徴とするエ
ポキシ樹脂組成物を使用することができる。
【００２７】
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【化１】

【００２８】
　さらに、アンカーコート層に使用するエポキシ樹脂組成物としては、エポキシ樹脂、エ
ポキシ樹脂硬化剤および硬化促進剤を含むエポキシ樹脂組成物であって、該樹脂組成物よ
り形成される硬化物中の上記式（１）式に示される骨格構造の含有量が３０質量％以上で
あることを特徴とするエポキシ樹脂組成物についても使用することができる。
【００２９】
　上記のエポキシ樹脂としては、メタキシリレンジアミンから誘導されたグリシジルアミ
ン部位を有するエポキシ樹脂、１,３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサンから誘導さ
れたグリシジルアミン部位を有するエポキシ樹脂、ジアミノジフェニルメタンから誘導さ
れたグリシジルアミン部位を有するエポキシ樹脂、パラアミノフェノールから誘導された
グリシジルアミン部位および／またはグリシジルエーテル部位を有するエポキシ樹脂、ビ
スフェノールＡから誘導されたグリシジルエーテル部位を有するエポキシ樹脂、ビスフェ
ノールＦから誘導されたグリシジルエーテル部位を有するエポキシ樹脂、フェノールノボ
ラックから誘導されたグリシジルエーテル部位を有するエポキシ樹脂、レゾルシノールか
ら誘導されたグリシジルエーテル部位を有するエポキシ樹脂が挙げられる。これらの樹脂
の中でも、特にメタキシレンジアミンから誘導されたグリシジルアミン部位を有するエポ
キシ樹脂を使用することが好ましい。また、これらの樹脂は、単独でも２種以上を任意に
混合しても使用することができる。
【００３０】
　また、上記のエポキシ樹脂硬化剤としては、一般に使用され得るエポキシ樹脂硬化剤を
使用することができるが、ガスバリア性をさらに向上させるために、芳香族部位を分子内
に含むエポキシ樹脂硬化剤を使用することが好ましく、上記（１）の骨格構造を分子内に
含むエポキシ樹脂硬化剤を使用することがより好ましい。具体的にはメタキシリレンジア
ミンまたはパラキシリレンジアミン、およびこれらを原料とするエポキシ樹脂またはモノ
グリシジル化合物との変性反応物、炭素数２～４のアルキレンオキシドとの変性反応物、
エピクロルヒドリンとの付加反応物、これらのポリアミン類との反応によりアミド基部位
を形成しオリゴマーを形成し得る、少なくとも１つのアシル基を有する多官能性化合物と
の反応生成物、これらのポリアミン類とのとの反応によりアミド基部位を形成しオリゴマ
ーを形成し得る、少なくとも１つのアシル基を有する多官能性化合物と、一価のカルボン
酸および／またはその誘導体との反応生成物などを使用することがより好ましい。
【００３１】
　さらに、ガスバリア性、およびバリア層やシーラント層との接着性を考慮した場合には
、エポキシ樹脂硬化剤として、下記の(Ａ)と(Ｂ)の反応生成物、または(Ａ)、(Ｂ)および
(Ｃ)の反応生成物を用いることが特に好ましい。
【００３２】
　(Ａ)メタキシリレンジアミンまたはパラキシリレンジアミン
　(Ｂ)ポリアミンとの反応によりアミド基部位を形成しオリゴマーを形成し得る、少なく
とも１つのアシル基を有する多官能性化合物
　(Ｃ)炭素数１～８の一価カルボン酸および／またはその誘導体
　前記(Ｂ)ポリアミンとの反応によりアミド基部位を形成しオリゴマーを形成し得る、少
なくとも１つのアシル基を有する多官能性化合物としては、アクリル酸、メタクリル酸、
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マレイン酸、フマル酸、コハク酸、リンゴ酸、酒石酸、アジピン酸、イソフタル酸、テレ
フタル酸、ピロメリット酸、トリメリット酸などのカルボン酸およびそれらの誘導体、例
えば、エステル、アミド、酸無水物、酸塩化物などが挙げられ、特にアクリル酸、メタク
リル酸およびそれらの誘導体が好ましい。
【００３３】
　また、蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、乳酸、グリコール酸、安息香酸などの炭素数
１～８の一価のカルボン酸およびそれらの誘導体、例えば、エステル、アミド、酸無水物
、酸塩化物などを上記多官能性化合物と併用して開始ポリアミンと反応させてもよい。反
応により導入されるアミド基部位は高い凝集力を有しており、エポキシ樹脂硬化剤中に高
い割合でアミド基部位が存在することにより、より高い酸素バリア性および各種フィルム
材料への良好な接着強度が得られる。
【００３４】
　また、上記の硬化促進剤としては、硬化時間の短縮または低温硬化性を増大させるもの
であれば特に制約はなく、例えば、三ハロゲン化ホウ素錯体や有機酸に加え、フェノール
、ｍ－クレゾール、ｐ－クロロフェノール、ｐ－ニトロフェノール、２，４－ジニトロフ
ェノール、ｏ－クロロフェノール、２，４－ジクロロフェノール、ｏ－アミノフェノール
、ｐ－アミノフェノール、２，４，５－トリクロロフェノール、レゾルシノール、ヒドロ
キノン、カテコール、フロログリシノール、ビスフェノールＡ、トリスジメチルアミノフ
ェノールなどのフェノール類；メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコー
ル、イソプロピルアルコール、ｎ－ブチルアルコール、イソブチルアルコール、エチレン
グリコール、１，３－プロパンジオール、グリセリン、プロピレングリコール、チオグリ
セノール、ペンタエリスリトール、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、ベンジルアルコールのようなアルコール類；２－エチル－４－メチルイ
ミダゾール、２－フェニルイミダゾールなどのイミダゾール類；Ｎ－エチルモルホリン、
ジブチル錫ジラウレート、ナフテン酸コバルト、塩化第一錫、トリフェニルホスフィン、
リン酸トリフェニルなどを使用することができる。中でも三ハロゲン化ホウ素錯体および
有機酸が好ましい。これらの硬化促進剤は単独または２種以上を併用して用いることがで
きる。
【００３５】
　三ハロゲン化ホウ素錯体としては、特に三フッ化ホウ素錯体がより好ましく、具体的に
は、三フッ化ホウ素モノエチルアミン錯体などの三フッ化ホウ素のアミン錯体；三フッ化
ホウ素ジメチルエーテル錯体、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体、三フッ化ホウ素ジ
－ｎ－ブチルエーテル錯体などの三フッ化ホウ素のエーテル錯体；その他三フッ化ホウ素
フェノール錯体、三フッ化ホウ素酢酸錯体、三フッ化ホウ素メタノール錯体、三フッ化ホ
ウ素ピペリジン錯体、三フッ化ホウ素テトラヒドロフラン錯体、三フッ化ホウ素リン酸錯
体、三フッ化ホウ素アセトニトリル錯体などが挙げられ、特に三フッ化ホウ素のアミン錯
体、中でも三フッ化ホウ素モノエチルアミン錯体が好適に用いられる。これらの三ハロゲ
ン化ホウ素錯体は単独または２種以上を併用して用いることができる。
【００３６】
　有機酸としてはｐ－トルエンスルホン酸、ｍ－キシレンスルホン酸、安息香酸、ｐ－ト
ルイル酸、ｐ－アミノ安息香酸、ｐ－クロロ安息香酸、２，４－ジクロロ安息香酸、サリ
チル酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、リンゴ酸、シュウ酸、コハク酸、マロ
ン酸、フマル酸、マレイン酸、酒石酸、クエン酸、蟻酸、酢酸、乳酸、グリコール酸、ｎ
－酪酸、ｉｓｏ－酪酸、プロピオン酸、カプロン酸、オクタン酸、ｎ－ヘプチル酸、モノ
クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、などが挙げられ、特にｐ－トルエンスルホ
ン酸が好適に用いられる。これらの有機酸は単独または２種以上を併用して用いることが
できる。
【００３７】
　上記のアンカーコート層は、バリア層あるいはシーラント層上に、グラビアコート、ロ
ールコート、エアナイフコート、ブレードコート、ショートドウェル、キャストコート等



(8) JP 6074920 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

の塗工方法を用いて、上記エポキシ樹脂組成物を０.０１～０.１ｇ／ｍ2塗布し、乾燥す
ることにより形成することができる。
　本発明において使用するのに好適なエポキシ樹脂組成物としては、株式会社日本触媒製
のエポミン（アンカーコート剤）が挙げられる。
【００３８】
＜５＞シーラント層
　本発明のシーラント層は、ＬＬＤＰＥ層と環状ポリオレフィン系樹脂層とを有する。本
発明の包装材料において、該ＬＬＤＰＥ層は、シーラント層の表面（貼合面）に位置し、
アンカーコート層と隣接する。
【００３９】
（１）シーラント層の構造
　本発明の一態様において、シーラント層は、ＬＬＤＰＥ層と環状ポリオレフィン系樹脂
層との２層からなる層である。この構成を有するシーラント層は、環状ポリオレフィン系
樹脂層が、本発明の包装材料の最表層、すなわち包装容器の最内層となるため、優れた非
吸着性を示すことができる。
【００４０】
　当該構成において、シーラント層の総厚は、任意であってよいが、安定した成膜化及び
製品コストの観点から好適には、１２～１５０μｍの層厚を有する。ここで、環状ポリオ
レフィン系樹脂組成物層及びＬＬＤＰＥ層の厚さは、包装材の用途に応じて適宜に設定す
ることができるが、安定した成膜化、非吸着性及び製品コストの観点から、環状ポリオレ
フィン系樹脂組成物層の層厚は、望ましくは２～３０μｍであり、ＬＬＤＰＥ層の層厚は
、望ましくは１０～１２０μｍである。
【００４１】
（２）直鎖状低密度ポリエチレン樹脂（ＬＬＤＰＥ）層
　本発明において、シーラント層中のＬＬＤＰＥ層を構成するＬＬＤＰＥは、密度０.９
００～０.９４０ｇ／ｃｍ3の直鎖状ポリエチレンであって、メタロセン触媒等のシングル
サイト触媒又はチーグラー・ナッタ触媒等のマルチサイト系触媒を用いて、エチレンと炭
素数３～２０のα－オレフィンとを低温、低圧で共重合させて得られるコポリマーである
。
【００４２】
　炭素数３～２０のα－オレフィンとしては、具体的には、プロピレン、１－ブテン、１
－ペンテン、４－メチル－１－ペンテン、１－ヘキセン、１－オクテン、１－ノネン、１
－デセン、１－ドデセン等が挙げられる。
　また、共重合方法としては、エチレン及びα－オレフィンを、低圧法、スラリー法、溶
液法、気相法等の重合方法が挙げられる。
【００４３】
　本発明に使用するＬＬＤＰＥは、短鎖分岐として炭素数１０００個あたり、３～２５個
の短鎖分岐を有するが、炭素数約２０個を超える長鎖分岐を有しない点で、ＬＤＰＥと区
別される。通常、ＬＬＤＰＥにおいて、エチレン由来の構造単位は約９９.９～９０モル
％であり、α－オレフィン由来の構造単位は約０.１～１０モル％である。本発明では、
構造均一性に優れる点で、メタロセン触媒で調製されたＬＬＤＰＥを好適に使用すること
ができる。
【００４４】
　本発明において使用するのに好適なＬＬＤＰＥとしては、住友化学（株）社製の「スミ
カセン」等が挙げられる。
　さらに、上記のようなＬＬＤＰＥを主成分とし、これに、必要ならば、酸化防止剤、紫
外線吸収剤、光安定剤、帯電防止剤、アンチブロッキング剤、難燃化剤、架橋剤、着色剤
等の添加剤の１種ないし２種以上を添加してもよい。
【００４５】
（３）環状ポリオレフィン系樹脂層
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　本発明において、環状ポリオレフィン系樹脂層を構成する環状ポリオレフィン系樹脂は
、環状オレフィンをメタセシス開環重合反応によって重合した開環メタセシス重合体（Ｃ
ＯＰ）、及び、環状オレフィンとα－オレフィン（鎖状オレフィン）との共重合体、すな
わち環状オレフィンコポリマー（ＣＯＣ）を包含する。
【００４６】
　環状オレフィンとしては、エチレン系不飽和結合及びビシクロ環を有する任意の環状炭
化水素を使用することができるが、特にビシクロ［２.２.１］ヘプタ－２－エン（ノルボ
ルネン）骨格を有するものが好ましい。
【００４７】
　具体的には、ビシクロ［２.２.１］ヘプタ－２－エン及びその誘導体、トリシクロ［４
.３.０.１2.5］－３－デセン及びその誘導体、トリシクロ［４.４.０.１2.5 ］－３－ウ
ンデセン及びその誘導体、テトラシクロ［４.４.０.１2.5 .１7.10］－３－ドデセン及び
その誘導体、ペンタシクロ［６.５.１.１3.6 .０2.7 .０9.13］－４－ペンタデセン及び
その誘導体、ペンタシクロ［７.４.０.１2.5 .１9.12.０8.13］－３－ペンタデセン及び
その誘導体、ペンタシクロ［６.５.１.１3.6 .０2.7 .０9.13］－４，１０－ペンタデカ
ジエン及びその誘導体、ペンタシクロ［８.４.０.１2.5 .１9.12.０8.13］－３－ヘキサ
デセン及びその誘導体等が挙げられるが、これらに限定されない。環状オレフィンは、置
換基として、エステル基、カルボキシル基、及びカルボン酸無水物基等の極性基を有して
いてもよい。
【００４８】
　環状オレフィンと共重合するα－オレフィンとしては、エチレン、炭素数３～２０のα
－オレフィンを使用することができ、具体的には、エチレン、プロピレン、１－ブテン、
１－ペンテン、３－メチル－１－ブテン、１－ヘキセン、４－メチル－１－ペンテン等が
挙げられ、好ましくはエチレンである。
【００４９】
　本発明において、開環メタセシス重合体の製造は、公知の開環メタセシス重合反応であ
れば特に限定されず、上記の環状オレフィンを、重合触媒を用いて開環重合させることに
よって製造することができる。
【００５０】
　また、環状オレフィンコポリマーの製造は、２５～４５モル％のα－オレフィンと、５
５～７５モル％の環状オレフィンとを、メタロセン触媒などのシングルサイト系触媒やマ
ルチサイト系触媒を用いてランダム重合させることによりなされる。
【００５１】
　本発明において好適に使用される開環メタセシス重合体及び環状オレフィンコポリマー
は、いくつか市販されており、例えば、日本ゼオン（株）社製の「ＺＥＯＮＯＲ(R)」や
ポリプラスチック（株）社製の「ＴＯＰＡＳ(R)」等が挙げられる。
【００５２】
　なお、上記環状ポリオレフィン系樹脂には、製膜時の環状ポリオレフィン系樹脂同士の
凝集によるゲル塊の発生を抑制して、一層均一な膜表面を得るために、高流度のオレフィ
ン系樹脂を、非吸着性を損なわない範囲で任意に添加することができる。該オレフィン系
樹脂としては、任意のポリエチレン及びポリプロピレン等であって、１９０℃でのメルト
フローレート（ＭＦＲ）が５～４０ｇ／１０分、好ましくは１５～３０ｇ／１０分のもの
を使用することができる。また、添加量としては、全体の３～５０質量％、好ましくは５
～１０質量％の比率でオレフィン系樹脂を配合するとよい。
【００５３】
　また、さらに必要ならば、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、帯電防止剤、アンチ
ブロッキング剤、難燃化剤、架橋剤、着色剤等の添加剤の１種ないし２種以上を添加して
もよい。
【００５４】
（４）シーラント層の製造方法
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　本発明の包装材用シーラント層の製造は、任意の方法によりなされるが、成膜安定性の
観点から好ましくは、共押出コーティング法により、環状ポリオレフィン系樹脂組成物と
ＬＬＤＰＥとを、アンカーコート層上に共押出コーティングすることにより形成するか、
又は、溶融共押出法（例えば、Ｔダイ法、インフレーション法）等の成膜法により、環状
ポリオレフィン系樹脂組成物とＬＬＤＰＥとを共押出して多層シーラントフィルムを製造
し、これを基材層、バリア層、アンカーコート層からなる積層体とラミネートする。
【００５５】
　アンカーコート層上に共押出コーティングするか、又は多層シーラントフィルムを基材
層、バリア層、アンカーコート層からなる積層体とラミネートする際に、環状ポリオレフ
ィン系樹脂組成物層が積層体における最表層となるように、ＬＬＤＰＥ層側の面とアンカ
ーコート層とを対向させて積層する。
【００５６】
　特に、共押出コーティングすることにより、基材層、バリア層、アンカーコート層から
なる積層体とＬＬＤＰＥ層、及び、ＬＬＤＰＥ層と環状ポリオレフィン系樹脂組成物層の
層間の密着性が高まり、一層高いシール強度を示すシーラント層を提供することができる
。
【００５７】
＜６＞使用
　本発明の包装材料は、シーラント層が最内層となるように製袋することにより、包装袋
とすることができる。また、本発明の包装材料をシーラント層を最内層とする蓋材として
使用し、包装容器を製造することができる。
【００５８】
　本発明の包装材料は、優れた非吸着性を示し、且つ良好なガスバリア性とヒートシール
性を示す。したがって、これを有する積層体や包装袋、包装容器は、特に、有機化合物を
有効成分として含む医薬品、化粧品、食品等の包装のために、例えば、コーヒー豆、米、
茶、豆、おかき、せんべい等の乾燥食品の包装袋として、好適に使用することができる。
　次に本発明について、実施例を挙げて具体的に説明する。
【実施例】
【００５９】
［実施例１］
　厚さ１２μｍの二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムと厚さ７μｍ
のアルミニウム箔（ＡＬ箔）とを、ＰＥＴフィルムの貼り合わせ面にイソシアネート系の
アンカーコート剤を乾燥時の厚みが０．５μｍとなるように塗布、乾燥してアンカーコー
ト層（アンカーコート〔１〕）を形成し、ＬＤＰＥを用いて押し出し温度２９５℃で厚さ
１５μｍに押し出しラミネートを行った。次に、そのＡＬ箔面に、アンカーコートとして
、ポリエチレンイミン系のアンカーコート剤（株式会社日本触媒製　エポミン）を使用し
て、乾燥時の厚さが０.５μｍとなるように塗布、加熱乾燥して層（アンカーコート〔２
〕）を形成した。
【００６０】
　次いで、このアンカーコート〔２〕層上に、ＬＬＤＰＥ（住友化学（株）社製スミカセ
ンＨｉ－α　ＣＷ８００３）及び環状オレフィンコポリマー（ポリプラスチック（株）社
製　ＴＯＰＡＳ　８００７Ｆ－５００）を、共押出コーティング法によりこの順で積層し
た。これにより、本発明の包装材を形成する積層体が得られた。得られた積層体の層構成
は以下のとおりであった：
　PETフィルム／アンカーコート〔１〕／LDPE／AL箔／アンカーコート〔２〕／直鎖状低
密度ポリエチレン樹脂層（２０μｍ）／環状ポリオレフィン樹脂層（５μｍ）
　なお、本願明細書の積層体の記載において、「／」はその左右の層が積層一体化されて
いることを示す。
【００６１】
［比較例１］
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　シーラント層の形成において、環状ポリオレフィン樹脂の代わりに、ＬＬＤＰＥを使用
した以外は、実施例１と同様にして、積層体を製造した。
【００６２】
［比較例２］
　シーラント層の形成において、直鎖状低密度ポリエチレン樹脂の代わりに、ＬＬＤＰＥ
を使用した以外は、実施例１と同様にして、積層体を製造した。
【００６３】
［比較例３］
　シーラント層の形成において、ＬＬＤＰＥの代わりに、環状ポリオレフィン樹脂を使用
した以外は、実施例１と同様にして、積層体を製造した。
【００６４】
［評価方法・結果］
（１）吸着性試験
　実施例１及び比較例１～３の積層体を１０ｃｍ×１０ｃｍ四方に切り取り、その初期重
量を測定した。
　容積１０リットルのステンレス容器内にｌ－メントール固体１０ｇを入れ、蓋をして容
器内をｌ－メントール蒸気で満たし、その中に、切り取った積層体を吊り下げて、４０℃
で７日間保管した。
　保管後、積層体を取り出して、重量を測定し、初期重量との差から、ｌ－メントールの
吸着量を算出した。
【００６５】
（２）シール強度試験
　実施例１及び比較例１～３の積層体を、基材層を外側にして重ね合せ、ヒートシーラー
（テスター産業（株）製TP-701S HEAT SEAL TESTER）で、１６０℃で１秒間、圧力１ｋｇ
ｆ／ｃｍ2でヒートシールした。
【００６６】
　次いで、これを幅１５ｍｍの短冊状に切り出し、テンシロン引張試験機（（株）オリエ
ンテック製 RTC-1310A）を用いて圧着されたシール部を引き剥がし、シール強度を測定し
た。このときの引張速度は３００ｍｍ／分とした。
　以下の表に結果を示す。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　環状ポリオレフィン系樹脂層を有する実施例１及び比較例２、３の積層体は、比較例１
の積層体と比較してメントール吸着量が少ないという傾向があった。
　また、シール強度については、ＬＬＤＰＥ層を有さない比較例３の積層体は実施例１の
積層体と比較してシール強度が弱かった。
【符号の説明】
【００６９】
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１：基材層
２：バリア層
３：アンカーコート層
４：シーラント層
ａ：ＬＬＤＰＥ層
ｂ：環状ポリオレフィン系樹脂層

【図１】
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