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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材の一方の面に設けられたシーラント材とからなり、
　前記シーラント材は、イージーピール性を備えるシーラント層と、前記シーラント層の
一方の面に設けられた吸湿層と、接着層とを備え、前記基材上に、前記接着層、前記吸湿
層、前記シーラント層がこの順で積層されており、
　前記吸湿層は、前記シーラント層に接しており、
　前記接着層は、線状低密度ポリエチレンを含み、
　前記シーラント層の厚さは７～４０μｍであり、
　前記シーラント層は、ポリオレフィンとα－オレフィンのコポリマーとからなり、
　前記ポリオレフィンが線状低密度ポリエチレンであり、前記α－オレフィンのコポリマ
ーがエチレン－ブテン－１コポリマーであり、前記エチレン－ブテン－１コポリマーの含
有量が、前記シーラント層中、５～１５質量％であり、
　前記基材と前記シーラント材との接着強度が２Ｎ／１５ｍｍ以上であり、
　前記吸湿層が吸湿剤を含有し、前記吸湿剤の平均粒子径が５～２０μｍであり、前記吸
湿剤がゼオライトである易開封性包装体用の積層フィルム。
【請求項２】
　前記吸湿層は、ＪＩＳ　Ｋ７２０９のＤ法に準拠して求められる、４０℃、９０％ＲＨ
での吸湿量が０．５ｇ／ｍ２以上である、請求項１に記載の易開封性包装体用の積層フィ
ルム。
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【請求項３】
　前記吸湿層の厚さが１０～３０μｍである、請求項１又は２に記載の易開封性包装体用
の積層フィルム。
【請求項４】
　前記接着層の厚さが５～５０μｍである、請求項１～３のいずれか１項に記載の易開封
性包装体用の積層フィルム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の易開封性包装体用の積層フィルムが製袋されてな
る易開封性包装体。
【請求項６】
　容器本体と該容器本体の開口部を封止する蓋体とを備え、
　前記蓋体は、請求項１～４のいずれか１項に記載の易開封性包装体用の積層フィルムか
らなる易開封性包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、易開封性包装体用の積層フィルム及び易開封性包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
 食品、医薬品、化粧料等の様々な物品は、成形容器の開口部が蓋材で封止された容器や
袋体等の包装体に収容され流通される。上記物品の使用者は、包装体を開封し、物品を取
り出して使用する。包装体としては、ハサミや缶切り等の道具を用いなくても、人手で包
装体を容易に開封できる包装体が用いられている。
 容易に開封できる包装体としては、例えば、シール部を人手で容易に剥離できる易開封
性包装体がある。易開封性包装体には、開封しやすさ（開封性）と密封性との両立が求め
られる。
 易開封性包装体の開封性を高めるために、シール部を剥離しやすくすると、流通段階等
でシール部が剥離する等して、包装体の基本機能である密封性が損なわれる場合がある。
 易開封性包装体の密封性を追及するために、シール部のシール強度を高めすぎると、開
封しにくくなったり、開封した際に包装体が破損したりする場合がある。
【０００３】
 こうした問題に対し、例えば、ポリブチレンサクシネートを主成分とする樹脂組成物に
よる基材層、ポリエチレン系樹脂を主成分とする樹脂組成物による接着剤層、及び、ポリ
乳酸樹脂を主成分とする樹脂組成物によるシール層をその順で共押出した３層共押出積層
フィルムからなるイージーピールシーラントが提案されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３２００６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、易開封性包装体には、開封性により優れ、かつ密封性により優れるもの
が求められている。
　そこで、本発明は、開封性及び密封性がより高められた易開封性包装体用の積層フィル
ムを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
 本発明者らは、鋭意検討した結果、以下の知見を得た。
 易開封性包装体用の積層フィルムは、被着体に熱シールされる際に、空気中の水分や内



(3) JP 6583658 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

容物から発生する水分がシーラント層に付着していると、部分的にシール強度が低下する
。そして、シール部の密封性が損なわれたり、シール部にシール強度の高い部分とシール
強度の低い部分が生じて、開封性が損なわれるとの知見を得た。
 本発明者らは、シーラント層の一方の面に吸湿層を設けることで、シーラント層に水分
が付着することによるシール強度の低下を抑制でき、より優れた開封性とより優れた密封
性とを両立できることを見出し、本発明を完成した。
【０００７】
 即ち、本発明の易開封性包装体用の積層フィルムは、イージーピール性を備えるシーラ
ント層と、前記シーラント層の一方の面に設けられた吸湿層とを備えることを特徴とする
。
 前記吸湿層は、ＪＩＳ　Ｋ７２０９のＤ法に準拠して求められる、４０℃、９０％ＲＨ
での吸湿量が０．５ｇ／ｍ２以上であることが好ましく、前記吸湿層は、ゼオライトを含
有することが好ましい。
【０００８】
　本発明の易開封性包装体は、前記の本発明の易開封性包装体用の積層フィルムが製袋さ
れてなることを特徴とする。
　本発明の易開封性包装体は、容器本体と該容器本体の開口部を封止する蓋体とを備え、
前記蓋体は、前記の本発明の易開封性包装体用の積層フィルムからなることを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００９】
 本発明の易開封性包装体用の積層フィルムによれば、高い密封性を維持しつつ、開封性
をより高められる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態にかかる易開封性包装体用の積層フィルムの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（易開封性包装体用の積層フィルム）
　本発明の易開封性包装体用の積層フィルム（以下、単に積層フィルムということがある
）は、イージーピール性を備えるシーラント層と、前記シーラント層の一方の面に設けら
れた吸湿層とを備える。
【００１２】
　本発明の積層フィルムの一例について、以下に図面を参照して説明する。
　図１の積層フィルム１は、基材１０と、基材１０の一方の面に設けられたシーラント材
２０とを備える。
【００１３】
 基材１０は、樹脂製フィルム、金属箔、紙、及びこれらの積層体等が挙げられる。
 樹脂製フィルムとしては、二軸延伸ポリエチレンテレフタレート等のポリエチレンテレ
フタレート（ＰＥＴ）、二軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）、無延伸ポリプロピレン（Ｃ
ＰＰ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）等のポリオ
レフィン、二軸延伸ポリアミド等のポリアミド（ＰＡ）等が挙げられる。中でも、ＰＥＴ
、ポリプロピレン、ＰＡが好ましく、二軸延伸ＰＥＴ、ＯＰＰ、二軸延伸ＰＡがより好ま
しい。樹脂製フィルムには、アルミニウム、酸化アルミニウム等の蒸着層が形成されてい
てもよい。
 金属箔としては、アルミニウム箔等が挙げられる。
 積層体としては、上記樹脂製フィルム同士の積層体や、ＰＥＴ、ＯＰＰ等の樹脂製フィ
ルムと金属箔との積層体が挙げられる。
【００１４】
 基材１０の厚さは、材質や構成等を勘案して決定され、例えば、５～１００μｍが好ま
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しく、１０～５０μｍがより好ましい。上記下限値未満では、積層フィルム１の強度が低
下するおそれがあり、上記上限値超では、積層フィルム１の柔軟性が損なわれ、取り扱い
が煩雑になるおそれがある。
 基材１０が樹脂製フィルムと金属箔との積層体である場合、樹脂製フィルムの厚さは、
５～５０μｍが好ましい。
 基材１０が樹脂製フィルムと金属箔との積層体である場合、金属箔の厚さは、６～４０
μｍが好ましく、６～３０μｍがより好ましい。
【００１５】
　シーラント材２０は、接着層２２と吸湿層２４とシーラント層２６とがこの順で基材１
０に積層されたものである。即ち、シーラント材２０は、基材１０の一方の面に設けられ
た接着層２２と、被着体に熱シールされるシーラント層２６と、接着層２２とシーラント
層２６との間に設けられた吸湿層２４とを備える。
【００１６】
 接着層２２は、基材１０にシーラント材２０を接着できるものであればよく、例えば、
低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、線状ＬＤＰＥ（ＬＬＤＰＥ）、ＭＤＰＥ、ＨＤＰＥ、
エチレン－ビニルアルコール重合体（ＥＶＯＨ）等が挙げられる。
【００１７】
 接着層２２の厚さは、材質等を勘案して決定でき、例えば、５～５０μｍが好ましく、
１０～２０μｍがより好ましい。上記下限値未満では、基材１０に対するシーラント材２
０の接着強度が低下するおそれがあり、上記上限値超では、積層フィルム１が厚くなりす
ぎて、柔軟性が損なわれるおそれがある。
【００１８】
 吸湿層２４としては、吸湿性を備えるものであればよく、例えば、吸湿剤を含有する樹
脂製フィルム、紙、セルロースフィルム、ＥＶＯＨフィルム等が挙げられ、中でも、吸湿
剤を含有する樹脂製フィルムが好ましい。吸湿剤を含有する樹脂製フィルムであれば、水
分を容易に吸収し、かつ吸収した水分を放散しにくい。加えて、吸湿剤を含有する樹脂製
フィルムであれば、接着層２２及びシーラント層２６との接着強度を容易に高められる。
【００１９】
 吸湿剤を含有する樹脂フィルムを構成する樹脂としては、例えば、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰ
Ｅ、ＭＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＥＶＯＨ等が挙げられる。
【００２０】
 吸湿剤としては、ゼオライト、シリカゲル、生石灰、硫酸マグネシウム等が挙げられ、
中でも、ゼオライト、シリカゲルが好ましく、ゼオライトがより好ましい。一般に、積層
フィルム１を被着体に熱シールする場合の温度条件は、１００～２００℃である。ゼオラ
イトは、上記温度条件では吸収した水分を放散しない。このため、吸湿剤としてゼオライ
トを用いることで、積層フィルム１を被着体に熱シールする際に、吸湿層２４から水分が
放散されず、放散された水分がシーラント層２６に付着するのを防止でき、密封性をより
高められる。加えて、ゼオライトは、他の吸湿剤に比べて吸水力が強いため、シーラント
層２６に付着した少量の水分をも良好に吸水できる。
【００２１】
 吸湿剤の平均粒子径は、特に限定されないが、例えば、５～５０μｍが好ましく、５～
３０μｍがより好ましく、５～２０μｍがさらに好ましく、１０～２０μｍが特に好まし
い。上記下限値未満では、吸湿層２４を設ける際に、吸湿剤が二次凝集して粒子径が大き
くなりやすく、この二次凝集した粒子がシーラント層２６を破損して、密封性を損なうお
それがある。上記上限値超では、吸湿剤の粒子径が大きすぎて、吸湿剤がシーラント層２
６を破損して、密封性を損なうおそれがある。
【００２２】
 吸湿層２４中の吸湿剤の含有量は、吸湿剤の種類等を勘案して適宜決定され、例えば、
１～６０質量％が好ましく、５～５０質量％がより好ましい。上記下限値未満では、吸湿
層２４の吸湿量が少なくなりすぎて、密封性が低下するおそれがある。上記上限値超では
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、吸湿層２４と接着層２２との接着強度や、吸湿層２４とシーラント層２６との接着強度
が低くなりすぎて、積層フィルム１を被着体から剥離する際に、吸湿層２４が隣接する他
の層から剥離して、取り扱いが煩雑になるおそれがある。
【００２３】
 吸湿層２４の厚さは、材質等を勘案して決定され、例えば、１０～１００μｍが好まし
く、２０～６０μｍがより好ましい。上記下限値未満では、吸湿性が低下するおそれがあ
り、上記上限値超では、積層フィルム１が厚くなりすぎて、柔軟性が損なわれるおそれが
ある。
【００２４】
 吸湿層２４の吸湿量は、積層フィルム１の用途等を勘案して決定され、例えば、０．５
ｇ／ｍ２以上が好ましく、２ｇ／ｍ２以上がより好ましい。上記下限値未満では、吸湿量
が少なくなりすぎて、積層フィルム１を被着体に熱シールする際に、シーラント層２６の
表面に水分が残留して、密封性が低下するおそれがある。上限値は特に限定されないが、
例えば、１０ｇ／ｍ２以下が好ましく、５ｇ／ｍ２以下がより好ましい。上記上限値超と
するには、積層フィルム１が厚くなりすぎて、柔軟性が損なわれるおそれがある。
 なお、吸湿層２４の吸湿量は、吸湿層２４の材質や厚さ、吸湿剤の種類や量等の組み合
わせにより調節される。
 吸湿層２４の吸湿量は、ＪＩＳ　Ｋ７２０９のＤ法に準拠して求められる、４０℃、９
０％ＲＨでの吸湿量である。
【００２５】
 シーラント層２６は、被着体に熱シールされ、かつ、被着体に熱シールされた後、人手
で容易に剥離できる機能（イージーピール性）を有する。
 シーラント層２６としては、シーラント層２６が相分離をする凝集剥離タイプ及び被着
体との界面で剥離する界面剥離タイプ等、いずれの剥離タイプでもよい。
 シーラント層２６の材質としては、水分が透過しやすいものが好ましい。水分が透過し
やすいことで、シーラント層２６に付着した水分を吸湿層２４が速やかに吸収できる。
 シーラント層２６の材質は、剥離タイプや被着体の材質等を勘案して決定され、ＬＤＰ
Ｅ、ＬＬＤＰＥ、ＭＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ポリプロピレン（ＰＰ）等のポリオレフィン、エ
チレン－酢酸ビニル重合体（ＥＶＡ）、エチレン－アクリル酸重合体（ＥＡＡ）、エチレ
ン－メタクリル酸重合体（ＥＭＡＡ）、エチレン－エチルアクリレート重合体（ＥＥＡ）
、アイオノマー及びこれらの混合物（以下、これらを総じてシーラントベース樹脂という
ことがある）、ならびに、シーラントベース樹脂と、エチレン－ブテン－１コポリマー、
エチレン－プロピレンコポリマー等のαオレフィンのコポリマーとの混合物等が挙げられ
る。
 シーラント層２６としては、シーラントベース樹脂とαオレフィンのコポリマーとの混
合物を用いたものが好ましい。
 シーラントベース樹脂としては、ポリオレフィンが好ましく、ＰＥ、ＰＰがより好まし
い。
 シーラント層２６中のエチレン－１ブテン重合体の含有量は、５～４０質量％が好まし
く、１０～３０質量％がより好ましい。
【００２６】
 シーラント層２６の厚さは、材質等を勘案して決定され、例えば、５～６０μｍが好ま
しく、７～４０μｍがより好ましい。上記上限値未満では、被着体に対するシール強度が
低下して、密封性が低下するおそれがある。上記上限値超では、シーラント層２６に付着
した水分がシーラント層２６を透過しにくくなって、シーラント層２６に付着した水分を
吸湿層２４で吸収しにくくなる。
【００２７】
 シーラント材２０の厚さは、特に限定されず、例えば、１０～１００μｍが好ましく、
２０～６０μｍがより好ましい。
【００２８】
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 積層フィルム１の被着体に対するシール強度は、積層フィルム１の用途等に応じて決定
され、例えば、３～２０Ｎ／１５ｍｍが好ましく、５～１５Ｎ／１５ｍｍがより好ましい
。上記下限値未満では、密封性が低下するおそれがあり、上記上限値超では、開封性が低
下するおそれがある。
 積層フィルム１のシール強度は、被着体の材質、シーラント層２６の材質等の組み合わ
せにより調節される。
 シール強度は、ＪＩＳ　Ｚ１７０７に準拠し、いわゆるＴピール剥離試験により、積層
フィルム１と被着体とを剥離した際の最大応力である。
【００２９】
 基材１０とシーラント材２０との接着強度は、例えば、２Ｎ／１５ｍｍ以上が好ましく
、４Ｎ／１５ｍｍ以上がより好ましい。上記下限値未満では、被着体から積層フィルム１
を剥離する際に、基材１０とシーラント材２０とが剥離し、取り扱いが煩雑になるおそれ
がある。上限値は特に限定されないが、生産性等を考慮して、適宜設定される。
 接着強度は、ＪＩＳ　Ｚ０２３８に準拠し、いわゆるＴピール剥離試験により、基材１
０とシーラント材２０とを剥離した際の最大応力である。
【００３０】
 （易開封性包装体用の積層フィルムの製造方法）
 積層フィルム１は、従来公知の製造方法に準じて製造される。
 積層フィルム１の製造方法の一例について、以下に説明する。
 本実施形態の積層フィルム１の製造方法は、基材１０を得る工程（基材製造工程）と、
シーラント材２０を得る工程（シーラント材製造工程）と、基材１０とシーラント材２０
とを接着する工程（接着工程）とを備える。
【００３１】
 基材製造工程で基材１０を得る方法は、基材１０の材質や構成等に応じて、従来公知の
方法から選択される。
 例えば、樹脂製フィルムと金属箔との積層体からなる基材１０を得る場合、樹脂製フィ
ルムと金属箔とを各々製造し、これらを接着剤で接着する方法が挙げられる。
【００３２】
 シーラント材製造工程でシーラント材２０を得る方法は、シーラント材２０の材質や構
成等に応じて、従来公知の方法から選択される。
 シーラント材２０を得る方法としては、例えば、Ｔダイ共押出機、インフレーション共
押出機等を用いた共押出法によって、接着層２２と吸湿層２４とシーラント層２６との積
層体であるシーラント材２０を得る方法が挙げられる。
【００３３】
 接着工程で基材１０とシーラント材２０とを接着する方法としては、例えば、接着層２
２が基材１０と当接するように基材１０とシーラント材２０とを重ね、これを押圧しつつ
加熱する方法が挙げられる。
【００３４】
　（易開封性包装体）
　易開封性包装体は、本発明の積層フィルムが用いられたものである。易開封性包装体と
しては、例えば、積層フィルム１のシーラント層２６同士を熱シールして製袋された袋（
易開封性袋）が挙げられる。易開封性袋の形態としては、例えば、合掌貼り袋、三方シー
ル袋、四方シール袋等が挙げられる。
　また、例えば、易開封性包装体としては、開口部を有する容器本体と、積層フィルム１
からなる蓋体とを備え、容器本体の開口部周縁にシーラント層を当接し、積層フィルム１
を容器本体に熱シールした易開封性容器が挙げられる。易開封性容器としては、例えば、
ストリップ包装用の容器等が挙げられる。
　容器本体の材質としては、特に限定されず、例えば、ポリオレフィン、ポリスチレン等
の樹脂、紙、金属等が挙げられる。
【００３５】
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 上述の通り、本実施形態の積層フィルムによれば、シーラント層とシーラント層の一方
の面に設けられた吸湿層とを備えるため、開封性及び密封性をより高められる。
 例えば、易開封性袋に内容物を収容した包装物を製造する際、製造環境中の水分がシー
ラント層に付着する。特に、水分を含有する食品、医薬品、化粧料、又は水分と共に収容
される物品（例えば、コンタクトレンズ）等を内容物とする場合には、内容物から蒸散す
る水分がシーラント層に付着しやすい。シーラント層に水分が付着した状態で熱シールす
ると、水分が付着した部分のシール強度が低下したり、熱シールされない部分が生じる（
即ち、シール不良が生じる）。このため、シーラント層に水分が付着した状態で熱シール
して製造された易開封性包装体は、流通中に開封したり、気密性が損なわれたりする等、
密封性に劣る。
 加えて、部分的にシール強度の高低が生じたシール部を開封すると、円滑に開封しにく
い。例えば、シール強度の高い部分を剥離しようとして力を加えると、シール強度の低い
部分に対しては、開封する力が過剰になり、易開封性包装体が勢いよく開封されて、内容
物が飛散したりするおそれがある。
 本実施形態の積層フィルムは、シーラント層に付着した水分を吸湿層が速やかに吸収し
、シール不良を生じることなく熱シールできるため、より優れた開封性とより優れた密封
性とを両立できる。
【００３６】
 （その他の実施形態）
 本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。
 上述の実施形態では、シーラント材が接着層を備えているが、本発明はこれに限定され
ず、例えば、基材がポリオレフィンの樹脂製フィルム単体等で構成され、基材と吸湿層と
の接着性が確保される場合には、必ずしも接着層を備える必要はない。
【００３７】
 上述の実施形態では、基材を備えているが、本発明はこれに限定されず、基材を備えて
いなくてもよい。ただし、ガスバリア性を付与したり、積層フィルムを剥離する際の操作
性を高める観点からは、基材を備えることが好ましい。
【実施例】
【００３８】
 以下、実施例を示して本発明を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので
はない。
【００３９】
 （調製例１）シーラントＩの調製
 ＬＬＤＰＥ（ＵＦ４２１、日本ポリエチレン株式会社製）８５質量部と、エチレン－ブ
テン－１コポリマー（ＰＢ８６４０Ｍ、サンアロマー株式会社製）１５質量部とを混合し
、シーラントＩとした。このシーラントＩで構成されるシーラント層は、凝集剥離タイプ
である。
【００４０】
 （調製例２）シーラントＩＩの調製
 ＰＰ（ＰＦ３８０Ａ、サンアロマー株式会社製）７５質量部と、エチレン－ブテン－１
コポリマー（ＰＢ８６４０Ｍ、サンアロマー株式会社製）２５質量部とを混合し、シーラ
ントＩＩとした。このシーラントＩＩで構成されるシーラント層は、凝集剥離タイプであ
る。
【００４１】
 （調製例３）シーラントＩＩＩの調製
 ＥＶＯＨ（ＥＴ３８０３、日本合成化学株式会社製）７５質量部と、エチレン－ブテン
－１コポリマー（ＰＢ８６４０Ｍ、サンアロマー株式会社製）２５質量部とを混合し、シ
ーラントＩＩＩとした。このシーラントＩＩＩで構成されるシーラント層は、界面剥離タ
イプである。
【００４２】
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 （調製例４）吸湿層の構成材料の調製
 ＬＬＤＰＥ（ＳＰ２０２０、プラムリマー株式会社製）８２．５質量部と、表１に記載
の吸湿剤１７．５質量部とを混合し、吸湿層の構成材料とした。
【００４３】
（実施例１～１４）
　表１の構成に従い、基材とシーラント材とを製造した。シーラント材は、各層の構成原
料が共押出機により成形されたものである。接着層が基材と当接するように基材とシーラ
ント材とを重ね、これを押圧（０．４ＭＰａ）しつつ加熱（５５℃）して、各例の積層フ
ィルムを得た。各例において、基材のＰＥＴを最外層に配置した。得られた積層フィルム
について、接着強度、シール強度、開封性及び密封性を評価し、その結果を表中に示す。
　但し、実施例５、８～１１及び１３～１５は参考例である。
【００４４】
 （比較例１）
 吸湿層に吸湿剤を含有しないＬＬＤＰＥ（吸湿量０ｇ／ｍ２）を用いた以外は、実施例
１と同様にして積層フィルムを得た。得られた積層フィルムについて、接着強度、シール
強度、開封性及び密封性を評価し、その結果を表中に示す。
【００４５】
 （評価方法）
 ＜吸湿量の測定＞
 ＪＩＳ　Ｋ７２０９のＤ法に準拠し、吸湿層の吸湿量を以下の手順で測定した。
 表１中の吸湿層のみを作製し、これを０．１ｍ×０．１ｍに切り出して、試料片とした
。この試料片を５０℃で乾燥し、乾燥した試料片の質量を０．１ｍｇ単位で秤量した（質
量α）。次いで、乾燥した試料片を４０℃、９０％ＲＨの容器内で、２４時間放置した。
容器内に試験片を２４時間放置した後、直ちに試料片を容器から取り出し、１分間以内に
試験片の質量を０．１ｍｇ単位で秤量した（質量β）。質量α、質量βを下記（１）式に
当てはめて、吸湿量を求めた。
【００４６】
 吸湿量（ｇ／ｍ２）＝（質量β（ｇ）－質量α（ｇ））÷（０．１ｍ×０．１ｍ）　・
・・（１）
【００４７】
 ＜接着強度の測定方法＞
 ＪＩＳ　Ｚ０２３８の「袋のヒートシール強さ試験」に準拠し、基材とシーラント材と
の接着部をシールに見立て、下記条件により接着強度を測定した。表中の接着強度は、５
つの試験片の測定結果の平均値である。
【００４８】
 ≪測定方法≫
 試験片：１５ｍｍ幅。
 測定環境：２３℃、５０％ＲＨ。
 測定機器：ストログラフＥ－Ｌ（東洋精機製作所株式会社製）。
 つかみ間隔：５０ｍｍ。
 引張速度：３００ｍｍ／ｍｉｎ。
【００４９】
 ＜シール強度の測定方法＞
 各例の積層フィルムを用い、下端にシール部（下端シール部）が形成され、背面に合掌
貼りのシール部が形成され、上端が開口した合掌貼り袋（１３０ｍｍ×１７０ｍｍ）を作
製した。この合掌貼り袋に９０℃の内容液（サラダ油／水＝２０ｍＬ／１６０ｍＬ）を入
れ、１分間経過した後に、上端の開口部を熱シール（シール温度：１８０℃、シール時間
：１秒、シール圧：３．５ｋｇ／ｃｍ２、シール幅：１０ｍｍ）して、包装物を得た。開
口している上端を熱シールして形成されたシール部（上端シール部）について、ＪＩＳ　
Ｚ１７０７の「ヒートシール強さ試験」に準拠して、下記条件によりシール強度を測定し
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【００５０】
 ≪測定方法≫
 試験片：１５ｍｍ幅。
 測定環境：２３℃、５０％ＲＨ。
 測定機器：ストログラフＥ－Ｌ（東洋精機製作所株式会社製）。
 つかみ間隔：５０ｍｍ。
 引張速度：３００ｍｍ／ｍｉｎ。
【００５１】
 ＜開封性＞
 「＜シール強度の測定方法＞」において形成された上端シール部について、人手で開封
した際の感触を下記評価基準に分類して、評価した。「△」、「○」を開封性が良好と判
断した。
【００５２】
 ≪評価基準≫
 ○：人手で容易に開封でき、シール部全体が均一なシール強度である。
 △：人手で容易に開封できるが、シール部の一部にシール強度の高低を若干感じる。
 ×：シール部全体が不均一なシール強度であり、人手で開封しにくい部分がある。
【００５３】
 ＜密封性＞
 「＜シール強度の測定方法＞」において作製された包装物の下端シール部を開封し、内
容液を排出した。その後、合掌貼り袋の内側から上端シール部に対しエージレスシールチ
ェックスプレー（三菱ガス化学株式会社製）のチェック液（赤色）を噴霧した。上端シー
ル部を鉛直方向下方にして合掌貼り袋を吊下げ、２４時間後に上端シール部を観察した。
観察した結果を下記評価基準に分類して、密封性を評価した。「△」、「○」を密封性が
良好と判断した。
【００５４】
 ≪評価基準≫
 ○：上端シール部へのチェック液の浸透は見られない。
 △：上端シール部へのチェック液の浸透が見られるものの、チェック液はシール部の幅
方向に貫通していない（シール後退が見られるが、液漏れはない）。
 ×：チェック液が上端シール部の幅方向を貫通している（液漏れが見られる）。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
　表１に示すように、本発明を適用した実施例１～１４は、いずれも開封性が「△」又は
「○」、密封性が「△」又は「○」であった。
　吸湿剤としてゼオライトを用いた実施例４は、吸湿剤としてシリカゲルを用いた実施例
１５に比べて、密封性を高められた。
　吸湿剤の平均粒子径が５～２０μｍの実施例１、４、７は、吸湿剤の平均粒子径が５０
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μｍの実施例９に比べて、密封性を高められた。
　吸湿剤の平均粒子径が５～２０μｍの実施例１、４、７は、吸湿剤の平均粒子径が２μ
ｍの実施例１０に比べて、開封性及び密封性を高められた。
　シーラントベース樹脂にポリオレフィンを用いた実施例１、３は、シーラントベース樹
脂にＥＶＯＨを用いた実施例１３に比べて、密封性及び開封性を高められた。
　吸湿層が設けられていない比較例１は、開封性が「△」であったものの、密封性が「×
」であった。
　これらの結果から、本発明を適用することで、開封性及び密封性をより高められること
が判った。
【符号の説明】
【００５７】
１　　　易開封性包装体用の積層フィルム
２４　　吸湿層
２６　　シーラント層

【図１】
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