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(57)【要約】
【課題】漏洩を防ぎ、気密密閉をもたらし、容易に開封
する改善された可剥性包装システムを提供する。
【解決手段】可剥性の密封構造は、密封層１５２および
１つまたは複数の任意選択の追加の層１５４を備える。
可剥性の密封構造は、可剥性の密封温度範囲内の全ての
温度で密封基材と接触する場合に可剥性のシール部へと
形成可能なシール表面を備える。さらに、可剥性の密封
構造は、熱可塑性ポリマー、および熱可塑性ポリマーの
少なくとも一部分の中に分散された添加剤を含み、可剥
性の密封構造が密封表面を画成する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包装システムであって、
　前記包装システムは、
　容器区域と、
　前記容器区域に取り付けられた可剥性の密封区域と、
を備え、
　前記密封区域は、密封基材および第１の密封層を備え、
　前記第１の密封層は、少なくとも部分的に前記密封基材上に配置され、前記密封基材に
接触し、
　前記第１の密封層は、
　熱可塑性ポリマーと、
　前記熱可塑性ポリマーの少なくとも一部分の中に分散されたオルガノクレイと、
を含み、
　前記可剥性の密封区域は、密封表面を画定し、
　前記密封表面は、基材表面上に可剥性の密封温度範囲内の全ての温度で可剥性のシール
部を形成し、
　前記可剥性の密封温度範囲は、密封開始温度から前記密封開始温度の少なくとも１００
°Ｆ（３７．７８℃）上の温度であり、
　前記密封開始温度は、１７０°Ｆ（７６．６７℃）から３５０°Ｆ（１４８．９℃）の
範囲内におけるいずれか一つの温度であり、
　前記オルガノクレイは、少なくとも２０オングストロームの平均離隔距離を有するプレ
ートレットを備え、
　前記密封表面は、１５００から５０００オングストロームの粗さ平均を有する、
ことを特徴とする包装システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可剥性のシール部を含む包装システムに関し、より具体的には、本発明はそ
のような可剥性のシール部を形成するための組成および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　包装は、大部分の製品の販売およびマーケティングでの大切な機能である。食料製品に
は特に、新鮮さを保ち保存期間を延長するための非常に厳しい包装の必要条件がある。あ
る種の医療デバイスには同様に、そのデバイスの無菌状態を保つための厳しい包装の必要
条件がある。そうした用途では、包装は、一般に真空包装またはガス置換（ｇａｓ－ｆｌ
ｕｓｈｅｄ）され、それに続いて気密密閉される。製品の効率的な包装は必須であるが、
製品の包装の様々な美観性も重要である。たとえば、製品の外観は、消費者に訴えかける
のに重要である。さらに、多くの用途、特に食料製品に対する用途では、包装を再使用で
き開封が容易であることも重要な検討事項である。多くの用途では、包装を容易に開封す
る能力はシール材の機械的な特性に依存する。
【０００３】
　特に重要な１つの包装構造では可剥性のシール部が利用される。少なくとも１つの従来
技術の包装システムでは、可剥性のシール部が金属フォイルの上にヒートシール可能なポ
リマー材料を被覆することによって形成される。そのようなシール材を混入する包装は空
気および汚染物質に対してしばしば不透過性であるので、可剥性のシール部もこれらの物
質に対して不透過性でなければならない。可剥性のシール部を有する包装が開封されると
き、密封層は基材から剥離できる。そのような剥離が、低くかつ比較的一定の剥離力によ
って実現できることが望ましい。可剥性のシール部の弾性は、包装の屈曲および通常の取
扱いからシール材の破損が生じないようなものである。ある種の従来技術の包装では、可
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剥性のシール部は多層シートから構成される。そのようなシールを有する包装システムの
例には、トレイ型食品包装、ボトルまたはブリスター包装などが含まれる。従来技術の可
剥性密封包装のいくつかは、適度に良好に機能するが、最終消費者によって容易に開封さ
れる一方で漏れを防ぐ気密密閉をむらなく形成する包装システムを構成することは困難で
あった。さらに、そのような従来技術の可剥性包装システムは、比較的狭い範囲、特に狭
い温度範囲で動作する傾向がある。密封温度範囲が狭いと、包装の欠陥を生じる傾向があ
る。たとえば、使用可能な温度範囲の下端で、密封の漏れ（気密密封されない）が生じる
可能性がある。使用可能な温度範囲の上端では、開封時に断裂する非可剥性のシール部が
形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，７８０，３７６号明細書
【特許文献２】米国特許第５，７３９，０８７号明細書
【特許文献３】米国特許第６，０３４，１６３号明細書
【特許文献４】米国特許第５，７４７，５６０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　漏洩を防ぎ、気密密閉をもたらし、容易に開封する改善された可剥性の包装システムが
求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、少なくとも１つの実施形態で可剥性の密封構造を提供することによって従来
技術の１つまたは複数の問題を解決する。本実施形態の可剥性の密封構造は、可剥性の密
封温度範囲内の全ての温度で密封基材と接触する場合に可剥性のシール部へと形成可能な
シール表面を有利に含む。さらに、本実施形態の可剥性の密封構造は、熱可塑性ポリマー
、および熱可塑性ポリマーの少なくとも一部分の中に分散された添加剤を含む。
【０００７】
　本発明の別の実施形態では、可剥性の密封構造が、容器の開口に可剥性のシール部を形
成するために有用である。本実施形態の可剥性の密封構造は、密封層および１つまたは複
数の任意選択の追加の層を備える。有利なことに、密封層は、熱可塑性ポリマーと共に分
散された機能化されたオルガノクレイを含む。機能化されたオルガノクレイ粒子を一般に
使用されるヒートシール可能な熱可塑性ポリマー内に混入することにより、広範囲のヒー
トシール状態にわたってむらのない剥離強度がもたらされることが判明している。さらに
、広範囲のポリオレフィンシール材樹脂によって濃縮する市販のオルガノクレイポリマー
を配合することによって、オルガノクレイの配合率に反比例する剥離強度が有利に示され
る。密封層を利用する密封された境界面はむらのないパターンで剥離するが、シール試料
が様々なバッグ／パウチ包装の様式で皺、プリーツ、およびひだ折の形態を含む場合でも
、シール部の気密の完全性は損なわれない。
【０００８】
　本発明の別の実施形態では、本発明の可剥性の密封構造を組み込む包装システムが提供
される。本発明の包装システムは、容器区域および容器区域に取り付けられた可剥性の密
封区域を備える。密封区域は、上記に述べた本発明の密封層を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】接着剤タイプＡの破損の概略図である。
【図１Ｂ】接着剤タイプＢの破損の概略図である。
【図１Ｃ】層間剥離タイプＣの破損の概略図である。
【図１Ｄ】破断タイプＤの破損の概略図である。
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【図１Ｅ】破断タイプＥの破損の概略図である。
【図１Ｆ】伸張タイプＤの破損の概略図である。
【図１Ｇ】剥離＋伸張タイプＧの破損の概略図である。
【図２Ａ】単層の密封構造の概略断面図である。
【図２Ｂ】２層の密封区域の概略断面図である。
【図２Ｃ】３層の密封層の概略断面図である。
【図３Ａ】本発明の可剥性の密封構造の実施形態を組み込むパウチ様の包装システムの概
略断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａのパウチ様の包装システムの側面図である。
【図４Ａ】密封基材が第２の密封層を備える改良点の概略断面図である。
【図４Ｂ】密封基材１６０が第２の密封層１７０を備え、可剥性のシール部１６２が第１
の密封層１５２と第２の密封層１８６の間に形成された、改良点の概略断面図である。
【図５Ａ】本発明の可剥性の密封構造を使用するカップ様の包装システムの概略断面図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の可剥性の密封構造を使用し、複数のカップ様の容器を組み込むブリス
ター包装システムの概略断面図である。
【図６】本発明の包装システムを形成する方法を示す図である。
【図７Ａ】５ｗｔ％および６ｗｔ％のオルガノクレイを有する密封層から形成される上部
シール部に関する、温度に対する剥離力のプロットを示す図である。
【図７Ｂ】ＨＤＰＥ、ＥＶＯＨ、ならびに追加のオルガノクレイを有する、また有しない
ＬＬＤＰＥとＥＶＡの配合物の３層の共有押出し成形によって作製されたシール部に関す
る、温度に対する剥離力のプロットを示す図である。
【図７Ｃ】密封フィルムに積層されたフォイルから作製されたシール部に関する、密封形
成温度に対する剥離力のプロットを示す図である。
【図８】溶融温度（「Ｔｍ」）を決定する一連のプロットを示す図である。
【図９】結晶化温度（「Ｔｃ」）を決定する一連のプロットを示す図である。
【図１０Ａ】ポリエチレンを含む密封層内でのＮａｎｏｂｌｅｎｄ ２００１からのオル
ガノクレイの分散を示す１組のｘ線回折のプロットを示す図である。
【図１０Ｂ】ポリエチレンを含む密封層内でのＮａｎｏｂｌｅｎｄ ２１０１からのオル
ガノクレイの分散を示す１組のｘ線回折のプロットを示す図である。
【図１１】インパルス密封装置によって作製されるシール部に関する、密封形成温度に対
する密封強度のプロットを示す図である。
【図１２Ａ】コンダクションシール法（ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ ｓｅａｌｉｎｇ ｍｅｔｈ
ｏｄ）によって作製された、ポリエチレンまたはポリエチレンとＥＶＡの配合物から作製
されたシール部に関する、密封形成温度に対する密封強度のプロットを示す図である。
【図１２Ｂ】密封層のうちの少なくとも１つがポリエチレン、ＥＶＡ、およびオルガノク
レイの配合物を含むシール部に関する、密封形成温度に対する密封強度のプロットを示す
図である。
【図１３Ａ】図１２Ａおよび１２Ｂに関する密封強度のデータを要約する表６である。
【図１３Ｂ】図１３Ａの続きの表である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、発明者に現在知られている発明を実施する最良の形態を構成する本発明の現在好
ましい組成、実施形態および方法に対して詳細に参照を行う。図は、必ずしも縮尺に従っ
ていない。しかし、開示された実施形態は様々な選択的な形で実施できる本発明の例示に
過ぎないことを理解されたい。したがって、本明細書に開示された特定の詳細は、限定的
ではなく、本発明の任意の態様に関する代表的な基になるもの、ないし本発明を様々に利
用するために当業者に教示する代表的な基になるものに過ぎないと解釈すべきである。
【００１１】
　例において、またはその他の様式ではっきりと示される場合を除いて、反応ないし使用
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の材料または状態の量を示すこの説明の全ての数量は、本発明の最も広い範囲を述べる際
に、単語「約」によって修正されると理解すべきである。明記された数的な制限内での実
施が一般的に好ましいものである。また、はっきりと反対に述べられない限り、百分率、
「の部分」および比の値は、重量によるものであり、用語「ポリマー」は「オリゴマー」
、「コポリマー」、「ターポリマー」等を含み、本発明に関連した所与の目的に関する適
切なまたは好ましい材料の群またはクラスの説明は、群またはクラスの任意の２つ以上の
構成部分の混合物が等しく適切でありまたは好ましいことを暗に示し、化学用語での成分
の説明は、説明の中で特定された任意の組合せに追加するときの成分を指し、必ずしも混
合された後の混合物の成分の間の化学的な相互作用を排除せず、頭字語またはその他の略
記の最初の定義は本明細書でのそれに続く全ての同じ略記のものの使用に適用し、最初に
定義された省略の通常の文法的な変更に必要な修正を加えて適用し、はっきりと反対に述
べられない限り、特性の測定は同じ特性に関して以前または以後に参照されるような同じ
技術によって決定される。
【００１２】
　当然のことながら特定の成分ないし条件が変化するので、本発明は下記の特定の実施形
態および方法に限定されないことも理解されたい。さらに、本明細書で使用される用語は
、本発明の特定の実施形態を説明する目的で使用されるに過ぎず、どのようにも限定する
ことを意図するものではない。
【００１３】
　明細書および添付の特許請求の範囲に使用されるように、単数形「１つの」、「１つの
」、および「その」は、文脈に別の様式で明白に示されない限り複数の言及を含むことも
留意されなければならない。たとえば、単数の成分への言及は、複数の成分を備えること
が意図される。
【００１４】
　刊行物を参照する場合に、この用途の全体にわたって、これらの刊行物の開示全体は、
本発明が関係する最新技術をより完全に説明するためにこの用途全体への参照によってこ
こに組み込まれる。
【００１５】
　本明細書で使用される用語「オルガノクレイ」は、有機的に変成されたクレイを意味す
る。一般に、そのような変成は、より融和性があるクレイを実現し、したがってポリマー
と混合可能である。
【００１６】
　本明細書に使用される用語「粗さ平均」（「Ｒａ」）は、ＡＮＳＩ Ｂ４６．１に従っ
て全体的に測定された長さまたは領域にわたって計算された表面の平均高さを意味する。
それは通常、マイクロメートルまたはマイクロインチで提供される。
【００１７】
　本明細書で使用される用語「可剥性のシール部」は、試料の幅の１インチ（２．５４ｃ
ｍ）当たり０．５ｌｂ（２２６．８ｇ）とシール部を断裂する力との間の剥離力を有する
シール部を意味する。一般に、上限は、試料の幅の１インチ（２．５４ｃｍ）当たり５ｌ
ｂ（２２６８ｇ）以下である。その他の変形では、上限は、試料の幅の１インチ（２．５
４ｃｍ）当たり４ｌｂ（１８１４ｇ）以下、またはフィルム基材の断裂強度より低い。
【００１８】
　本明細書で使用される用語「剥離力」は、参照によって組み込まれるＡＳＴＭ Ｆ－８
８に定義されるような２つの層を分離するための力を意味する。たとえば、これは引っ張
ることにより１インチ（２．５４ｃｍ）の幅の２つの層を分離させるのに必要な力である
。
【００１９】
　本明細書で使用される用語「密封開始温度」は、シール部が１インチ（２．５４ｃｍ）
当たり０．５ｌｂ（２２６．８ｇ）の剥離力を伴って形成される最低温度を指す。特に、
密封開始温度は、密封される１つまたは複数の層に接触する表面（一般に金属）の温度で
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あり、それによってそのような密封を促進する。いくつかの変形では、表面は５ｐｓｉ（
０．３５１６ｋｇｆ／ｃｍ2）から１２００ｐｓｉ（８４．３８ｋｇｆ／ｃｍ2）の圧力を
伴う約０．５から１秒の保圧時間によって層に接触する。
【００２０】
　用語「可剥性の密封温度範囲」は、上述のように剥離力が試料の幅の１インチ（２．５
４ｃｍ）当たり０．５ｌｂ（２２６．８ｇ）とシール部を断裂する力との間であるように
２つの材料の間のシール部が形成される温度の範囲を意味する。
【００２１】
　図１Ａ～１Ｇを参照すると、様々な密封破損の仕組みを示す概略図が提供される。これ
らの図の各変形では、第１の密封層１０２の区域が第２の密封層１０４の区域と接触して
シール部を形成することからシール部１００が形成される。図１Ａは、本発明の１つまた
は複数の実施形態による可剥性のシール部の挙動を示す。層１０２と１０４の間のシール
部が、それらを引っ張るように作用する力を受けると、層１０２、１０４は、分離表面１
０６、１０８で比較的きれいに分離する。この密封破損は、接着剤タイプＡの破損と呼ば
れる。図１Ｂは、シール部が応力を受けて断裂１０９を形成する場合に層１０２の構造の
完全性が損なわれるシール部を示す。この密封破損は、接着剤タイプＢの破損と呼ばれる
。図１Ｃは、多層構造を形成するための追加の層を含むシール部を示す。層１１０は層１
０２に取り付けられ、層１０４は層１１２に取り付けられる。図１Ｃに図示された破損の
モードは、位置１１４での層間剥離である。この密封破損は、層間剥離タイプＣの破損と
呼ばれる。図１Ｄは、層１０２、１０４が今なお互いに接着する領域に近い位置１２０で
層１０４が破断する材料破損を示す。この密封破損は、破断タイプＤの破損と呼ばれる。
図１Ｅは、層１０２、１０４が今なお互いに接着する領域から離れた位置１２２で層１０
４が破断する材料破損を示す。この密封破損は、破断タイプＥの破損と呼ばれる。図１Ｆ
は、シール部１００に組み込まれない区域１３０、１３２で層１０２および１０４が伸び
る材料破損を示す。この密封破損は、伸張タイプＦの破損と呼ばれる。最後に、図１Ｇは
、区域１３６、１３８で同時に伸びる部分を伴う剥離構造によって層１０２、１０４がシ
ール部１００で分離する材料破損を示す。この密封破損は、剥離＋伸張タイプＧの破損と
呼ばれる。本発明の実施形態は、接着剤タイプＡの破損構造を介して破損する可剥性のシ
ール部を有利に形成する。
【００２２】
　本発明の１つの実施形態では、可剥性の密封構造が提供される。本実施形態の可剥性の
密封構造は、熱可塑性ポリマー、および熱可塑性ポリマーの少なくとも一部分の中に分散
された添加剤を含む。可剥性の密封構造は、可剥性の密封温度範囲内の全ての温度で可剥
性のシール部へと形成可能なシール表面を画定する。本実施形態の変形では、可剥性の密
封温度範囲は、密封開始温度から密封開始温度の少なくとも５０°Ｆ（１０℃）上の温度
である。本発明の別の実施形態では、可剥性の密封温度範囲は、密封開始温度から密封開
始温度の少なくとも７５°Ｆ（２３．８９℃）上の温度である。本発明の別の実施形態で
は、可剥性の密封温度範囲は、密封開始温度から密封開始温度の少なくとも１００°Ｆ（
３７．７８℃）上までの温度である。一般に、包装用途に関しては、密封開始温度は、約
１７０°Ｆ（７６．６７℃）から約３５０°Ｆ（１７６．７℃）の範囲内におけるいずれ
か１つの温度である。別の変形では、包装用途に関しては、密封開始温度は、約１７０°
Ｆ（７６．６７℃）から約２５０°Ｆ（１２１．１℃）の範囲である。
【００２３】
　図２Ａ、２Ｂ、および２Ｃを参照すると、本発明の包装システムで使用される可剥性の
密封構造の図が示されている。この実施形態では、可剥性の密封構造が可剥性のシール部
または密封区域を形成するために基材に取り付けられている。図２Ａは、単層の密封構造
の概略断面図である。この変形では、可剥性の密封構造１５０は、密封層１５２を備える
。図２Ｂは、２層の密封構造の概略断面図である。可剥性の密封構造１５０は、密封層１
５２および追加の層１５４を備える。図２Ｃは、３層の密封層の概略断面図である。この
変形では、可剥性の密封構造１５０は、密封層１５２および追加の層１５４、１５６を備
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える。
【００２４】
　図２Ａ、２Ｂ、および２Ｃのそれぞれの変形では、密封層１５２は熱可塑性ポリマーお
よび熱可塑性ポリマー内に分散された添加剤を備えることを理解されたい。本実施形態の
変形では、有用な添加剤は、１００ｍ2／グラムよりも広い表面積および１０よりも大き
なアスペクト比を有する。さらに、有用な添加剤は結晶または多結晶である。有用な添加
剤の例には、それには限定されないがオルガノクレイが含まれる。密封層１５２は、可剥
性のシール部を形成するために容器の基材区域に接触するようになされる。そのような容
器は、対象物を包装するのに有用な実質的に任意の形状のものであることができる。その
ような形状の例には、それには限定されないが、ブリスター、トレイ、バッグ、パウチ、
およびそれらの組合せが含まれる。
【００２５】
　意外にもこの組成から形成された密封層が、下記により完全に説明されるように、改善
されかつ均一の剥離性能を有することが発見された。可剥性の密封構造１５０を利用する
密封された境界面はむらのないパターンで剥離し、フィルム試料が様々な袋／パウチ包装
の様式で皺、プリーツ、およびひだ折の形態を含む場合でも、シール部の気密の完全性は
損なわれない。可剥性の密封構造１５０は、下記の組合せでむらのない可剥性の挙動を示
す。１）密封層１５２は、類似または同じ組成の別の密封層に接触する。２）密封層１５
２がシール材そのものから形成される構造に接触する（たとえば、ポリプロピレン層その
ものに対するオルガノクレイ／ポリエチレン層、ポリエステル層そのものに対するオルガ
ノクレイ／ポリエチレン層、ポリエチレン層そのものに対するオルガノクレイ／ポリエチ
レン層）。粘着防止剤、酸化防止剤、滑材などの加工助剤は、任意選択で密封層に含まれ
、密封構造１５０の剥離パターンに影響しない。
【００２６】
　追加の層１５４、１５６は、本実施形態にいくつかの有用な特徴をもたらすために使用
される。たとえば、追加の層１５４、１５６は、可剥性の密封区域を組み込む包装システ
ムに、構造的な支持、耐熱性、遮断性および改善された外観をもたらすことができる。本
実施形態は、単層の可剥性の密封構造に加えて、任意の数の追加の層を有する多層構造を
包含することも理解されたい。本実施形態のそれぞれの変形では、多層の密封構造は、本
明細書に述べられた組成を有する可剥性のシール部を備える。
【００２７】
　密封層１５２はさらに、ある程度、所望の特定の包装に依存する様々な物理的および構
造の変化および改良点によってさらに特徴付けられる。本実施形態の１つの変形では、密
封層１５２は、約６ミクロンから約１２０ミクロンの厚さを有する。本実施形態の別の変
形では、密封層１５２は、約６ミクロンから約３０ミクロンの厚さを有する。本実施形態
の別の変形では、密封層１５２は、約４０ミクロンから約１２０ミクロンの厚さを有する
。密封層１５２は、さらに、オルガノクレイを含まないか、或は、オルガノクレイを不十
分な量でしか含まない類似の層と比較して、より高い度合いの表面粗さを有する点から区
別される。１つの改良点では、密封層１５２は、約１５００から約５０００オングストロ
ームの粗さ平均によって特徴付けられる表面粗さを有する。別の改良点では、密封層１５
２は、約２０００から約４０００オングストロームの粗さ平均によって特徴付けられる表
面粗さを有する。本発明の変形では、表面粗さの度合いおよび質は、密封層１５２を形成
するのに使用される方法および過程パラメータの両方に依存することを直ちに理解された
い。様々な実施形態の密封層は、オルガノクレイを含まない類似の層よりもある程度高い
引張弾性率も示す。１つの改良点では、密封層１５２は、約５００から約２０００ＭＰａ
の引張弾性率を有する。
【００２８】
　図３Ａおよび３Ｂを参照すると、上述の可剥性の密封構造を組み込む包装システムが記
載されている。図３Ａは、本発明の可剥性の密封構造の実施形態を組み込むパウチ様の包
装システムの断面図である。図３Ｂは、本発明の可剥性の密封構造の実施形態を組み込む
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パウチ様の包装システムの側面図である。包装システム１６０は、容器区域１６２および
可剥性の密封区域１６４を備える。可剥性の密封区域１６４は、容器区域１６２に取り付
けられている。図３Ａは、可剥性の密封区域１６４および容器区域１６２が連続的である
例を示し、それぞれが同じ多層構造（すなわちシート）から形成されている。容器区域１
６２は、パウチ内に対象物を包装するのに有用な実質的に任意の形状を有することができ
る。密封区域１６４は、可剥性の密封構造１５０を備える。図３Ａに示された変形では、
可剥性の密封構造１５０は、追加の層１５４に配置された密封層１５２を備える。図２Ａ
、２Ｂ、および２Ｃの説明と共に上記に明記されるように、密封層１５２は熱可塑性ポリ
マーおよび熱可塑性ポリマー内に分散されたオルガノクレイなどの添加剤を備える。
【００２９】
　図３Ａおよび３Ｂをさらに参照すると、包装システム１６０は、可剥性のシール部１７
０を形成するための可剥性の密封構造１５０と接触する第２の密封構造１５０’をさらに
備える。シール部１７０は、包装システム１６０の上面１７２の開口を密封する。同様の
可剥性のシール部が底側面１７４、左側面１７６、右側面１７８に任意選択で配置される
。可剥性の密封構造１５０’は、追加の層１５４に配置された密封層１５２も備える。特
に、追加の層１５４に配置された密封層１５２の組合せの第１の部分は密封構造１５０を
形成し、追加の層１５４に配置された密封層１５２の組合せの第２の部分が密封構造１５
０’を形成する。密封構造１５０、１５０’は、容器区域１６２に連続している。本実施
形態の変形では、追加の層１５４に配置された密封層１５２の組合せの第３の部分は、容
器区域１６２を少なくとも部分的に形成する。有利なことに、包装システム１６０は、対
象物１８０（すなわち１つまたは複数の対象物）を収容するようになされる。包装できる
対象物１８０の例には、それには限定されないが、食料製品および殺菌された対象物（た
とえば医療デバイス）が含まれる。
【００３０】
　図４Ａおよび４Ｂを参照すると、パウチ様の包装システムに使用される可剥性の密封区
域１６４の変形が示される。図４Ａは、密封層１５２が可剥性の密封区域１６４の付近に
実質的に閉じ込められた改良点の概略断面図である。この変形は、オルガノクレイの混合
を限定する、または密封構造１６４の付近に別個の層を配置することによって得られる。
この変形は、内部の層１８２および１つまたは複数の追加の層１５４をさらに備える。図
４Ｂは、包装システム１６０が第２の密封層１８６を備え、可剥性のシール部１７０が第
１の密封層１５２と第２の密封層１８６の間に形成された、改良点の概略断面図である。
この後者の改良点では、密封層１５２の容器区域１６２内への延出は、仮にあったとして
も最小限である。さらに、この改良点では、容器区域１６２は、第１の密封層１５２とは
異なるライナ層１８２を任意選択で備える。この変形の別の改良点では、密封区域１６４
は、第１の密封層１５２ないし第２の密封層１８６の上に配置された１つまたは複数の追
加のポリマー層１５４をさらに含む。この改良点の特に有用な例では、１つまたは複数の
追加のポリマー層１５４は、少なくとも部分的に容器区域１６２を形成する。
【００３１】
　図５Ａおよび５Ｂを参照すると、堅固な容器区域を備える本発明の可剥性の密封構造を
使用する包装システムの変形が示される。図５Ａは、本発明の可剥性の密封構造を使用す
るカップ様の包装システムの概略断面図を示す。包装システム１９０は、可剥性の密封構
造１５０および容器区域１９４の密封開口１９２を備える。可剥性の密封構造１５０の外
周部は、容器区域１９４の基材区域１９６の上に配置され、接触する。図５Ｂは、複数の
カップ様の容器を組み込むブリスター包装システムの概略断面図を示す。ブリスター包装
システム２００は、可剥性の密封構造１５２および容器区域２０６、２０８の密封開口２
０２、２０４を備える。可剥性の密封構造１５２の部分は、容器区域２０６、２０８の基
材区域２１０、２１２の上に配置され、接触する。
【００３２】
　上記に明記したように、本発明の様々な実施形態の可剥性の密封構造は、オルガノクレ
イなどの添加物を備える。有用なオルガノクレイの例には、それには限定されないが、有
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機的に変性された、カオリナイト、モンモリロナイト－スメクタイトクレイ、ベントナイ
トクレイ、イライトクレイ、およびその組合せが含まれる。特許文献１、２、３、４は、
本発明を実施する際に有用なナノクレイ（ｎａｎｏｃｌａｙ）の特定の例を提供する。こ
れらのそれぞれの特許の全体の開示は、参照によって本明細書に組み込まれる。本発明の
１つの改良点では、オルガノクレイは、熱可塑性ポリマーおよびオルガノクレイを合わせ
た重量の１ｗｔ％から２０ｗｔ％の量で存在する。本実施形態の別の改良点では、オルガ
ノクレイは、熱可塑性ポリマーおよびオルガノクレイを合わせた重量の２ｗｔ％から１０
ｗｔ％の量で存在する。
【００３３】
　可剥性の密封層１５２に使用されるオルガノクレイは一般に、複数の粒子を備える。１
つの変形では、オルガノクレイは、２００ｎｍよりも小さい少なくとも１つの空間の寸法
を有する複数の粒子を備える。別の変形では、オルガノクレイは、１００ｎｍよりも小さ
い少なくとも１つの空間の寸法を有する複数の粒子を備える。別の変形では、オルガノク
レイは、５０ｎｍよりも小さい少なくとも１つの空間の寸法を有する複数の粒子を備える
。別の変形では、オルガノクレイは、１ｎｍ以上の空間の寸法を有する複数の粒子を備え
る。別の変形では、オルガノクレイは、５ｎｍ以上の空間の寸法を有する複数の粒子を備
える。別の変形では、オルガノクレイは、少なくとも２０オングストロームの平均の離隔
距離を有するプレートレット（ｐｌａｔｅｌｅｔ）を備える。別の変形では、オルガノク
レイは、少なくとも３０オングストロームの平均の離隔距離を有するプレートレットを備
える。別の変形では、オルガノクレイは、少なくとも４０オングストロームの平均の離隔
距離を有するプレートレットを備える。一般に、熱可塑性ポリマーと結合する前に、オル
ガノクレイは、２０から４５オングストロームの間の平均離隔距離を有するプレートレッ
トを備える。有利なことに、熱可塑性物質と結合する際に、オルガノクレイは、平均離隔
距離が維持または増加するようにこの剥離した状態のままになる。
【００３４】
　上記に明記したように、可剥性の密封層１５２は、熱可塑性ポリマーも備える。適切な
熱可塑性ポリマーは、それには限定されないが、ナイロン、ポリオレフィン、ポリスチレ
ン、ポリエステル、ポリカーボネート、およびその組合せを含む。変形では、熱可塑性ポ
リマーは、エチレンアクリル酸、エチレンエチルアクリレート、エチレンアイオノマー（
たとえばＥ．Ｉ.デュポン社から販売されているＳｕｒｌｙｎ（登録商標）系樹脂）およ
びその組合せからなる群から選択される成分を含む。ポリオレフィンは、本発明の実施に
おいて特に有用な熱可塑性のポリマーである。１つの変形では、ポリオレフィンは、エチ
レン、プロピレン、ビニルアセテートのホモポリマーおよびコポリマーならびにその組合
せからなる群から選択される。ポリオレフィンとエチレンビニルアセテート（「ＥＶＡ」
）の配合物が、特に添加物がオルガノクレイの場合可剥性のシール部を形成するのに特に
有用であることが判明した。
【００３５】
　本発明の様々な実施形態の容器区域が包装に使用される実質的に任意の材料から形成さ
れる。そのような材料には、それには限定されないが、紙、金属のフォイル、ポリマーの
シート、金属化された高分子シート、およびその組合せが含まれる。さらに特定の例には
、配向または非配向のポリエステル、配向または非配向のポリプロピレン、配向または非
配向のナイロン、およびその組合せが含まれる。これらの材料のそれぞれは、被覆であっ
ても非被覆であってもよい。有用な被覆の例には、それに画限定されないが、ワニス、ラ
ッカー、接着剤、インク、および遮断材（たとえばＰＶＤＣ）が含まれる。医療デバイス
を包装するための有用な材料は、高密度ポリオレフィンを含む。デュポン社から市販され
ているＴｙｖｅｋ（登録商標）（高密度ポリエチレン繊維から作製された合成材料）は、
医療デバイスを包装するために使用されるそのような材料の一例である。
【００３６】
　本発明の別の実施形態では、上記に明記された包装システムを形成する方法が提供され
る。図６を参照すると、本実施形態の方法を例示する図が示されている。熱可塑性ポリマ
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ー（「ＴＰ」）がオルガノクレイ（「ＯＣ」）と結合され、ステップａ）でオルガノクレ
イポリマー配合物（「ＯＣＢ」）を形成する。１つの変形では、この結合は押出し成形機
で行われる。次いで密封層１５２は、オルガノクレイポリマー配合物からステップｂ）で
ダイ２２２からの押出し成形によって形成される。変形では、追加の層は、追加の押出し
成形機（押出し成形機２３０などの）からダイ２２２に材料を供給することによって形成
される。本実施形態の改良点では、熱可塑性ポリマーおよびオルガノクレイが混合機２２
４で予混合され、次いで押出し成形機２２０に導かれる。一般に、密封層１５２は、１つ
または複数の追加の層１５４、１５６（図２に示すように）に沿って、またはその上に形
成される。次いで、開かれた包装システム１６０がステップｃ）で形成される。このプロ
セスは、図３から４のパウチ構造を生成するために、側面が密封されるステップを含むこ
とができる。変形では、開かれた包装システム１６０の形成がステップｂ）の間に行われ
る。
【００３７】
　本実施形態の変形では、熱可塑性ポリマーが、マスターバッチとポリマーそのものを混
合することによってオルガノクレイと結合される。この変形では、マスターバッチはオル
ガノクレイ、および熱可塑性ポリマーの少なくとも一部分を含む。この改良点では、マス
ターバッチは一般に、１０から８０％ｗｔのオルガノクレイを含む。
【００３８】
　密封層１５２を形成するステップは、熱可塑性組成から層またはフィルムを生成するこ
とができる任意の方法によって得られる。そのような方法の例には、それには限定されな
いが、押出し成形、共有押出し成形、吹込み成形、鋳造、押出し吹込み成形、およびフィ
ルムブローイングが含まれる。
【００３９】
　図６をさらに参照すると、本実施形態の方法が、開いた包装システム１６０内に対象物
１８０を置くステップを任意選択でさらに含む（ステップｄ）。一般に、対象物１８０は
容器区域１６２内にある。対象物１８０が容器区域１６２内に置かれた後に、密封層１５
２がステップｅ）の間に密封基材と（すなわち密封構造１５０’）接触してシール部を形
成する。密封は、当分野で周知の任意の数の密封方法によって達成することができる。例
には、それには限定されないが、コンダクションヒートシール（ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ 
ｈｅａｔ ｓｅａｌｉｎｇ）、超音波シール（ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ ｓｅａｌｉｎｇ）、
およびインダクションシール（ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ ｓｅａｌｉｎｇ）が含まれる。
【００４０】
　以下の例は本発明の様々な実施形態を示す。当業者は、本発明の趣旨および特許請求の
範囲内にある多くの変形を理解するであろう。
【００４１】
　図７Ａは、共有押出し成形されたＨＤＰＥおよびＬＬＤＰＥ／ＥＶＡおよびオルガノク
レイの配合物（すなわち二重層）から作製された密封層から形成されたシール部に関する
温度に対する剥離力のプロットを示す。これらの試みでは、密封されたバッグのシール部
は引き離される。５および６ｗｔ％のオルガノクレイの配合に関するプロットが示される
。図７Ａは、本発明のシール部が５０°Ｆ（１０℃）の密封形成温度範囲にわたってむら
のない開封力によって開封できることを示す。さらに、温度範囲２００°Ｆ（９３．３３
℃）から２５０°Ｆ（１２１．１℃）にわたって密封強度が可剥性であり、比較的平坦で
あることが観察された。図７Ｂは、密封形成温度に対する剥離力のプロットを示す。オル
ガノクレイなしの基準および５ｗｔ％のオルガノクレイを有する試験用試料に関するプロ
ットが示される。基準試料は、高密度ポリエチレン（「ＨＤＰＥ」）、エチレンビニルア
ルコール、直鎖状低密度ポリエチレン（「ＥＶＯＨ」）、およびエチレンビニルアセテー
ト配合物とＬＬＤＰＥの配合物の３層共有押出し成形から形成された２．４ミルのフィル
ムからなる。基準試料は、ＨＤＰＥ、ＥＶＯＨ、およびＬＬＤＰＥ ＥＶＡと５ｗｔ％の
オルガノクレイの配合物の３層共有押出し成形から形成された２．４ミルのフィルムから
なる。基準および試験用試料は、Ｓｅｎｔｉｎａｌ社の密封機で密封された。剥離力がＡ
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ＳＴＭ Ｆ－８８に従って決定される。図７Ｂの点に関する密封時間は０．５０秒であり
、密封あご圧力は３０ＰＳＩ（２．１０９ｋｇｆ／ｃｍ2）である。温度範囲１７５°Ｆ
（７９．４４℃）から２６５°Ｆ（１２９．４℃）にわたる剥離力の変化は、オルガノク
レイを含む試料に関してより少なかったことが観察された。さらに、オルガノクレイを含
んで形成されたシール部は、密封形成のその全範囲にわたって可剥性である。図７Ｃは、
密封フィルムに積層されたフォイルから作製されたシール部に関する、密封形成温度に対
する剥離力のプロットを示す。この試みでは、４８ｇａＰＥＴ／５０ｇａＦｏｉｌが接着
して積層されて３．２ミルの試験フィルムにされた。試験フィルムは、ＬＤＰＥ／ＬＬＤ
ＰＥ／オルガノクレイ配合物から作製される。シール部は、同じ構造のフィルムに作製さ
れる。基準および試験用試料は、剥離力がＡＳＴＭ Ｆ－８８によって決定されてＳｅｎ
ｔｉｎａｌ密封機で密封される。図７Ｃは、３００°Ｆ（１４８．９℃）から４２５°Ｆ
（２１８．３℃）の温度で、むらのない可剥性のシール部が形成されることを明白に示す
。
【００４２】
　Ｎａｎｏｂｌｅｎｄ（商標）ＭＢ２００１またはＮａｎｏｂｌｅｎｄ（商標）ＭＢ２１
０１（「マスターバッチ」）は、第２のフィルムブローイング工程で形成される本発明の
シール材層と共に一軸スクリュー押出機での市販のポリエチレン（「ＰＥ」）配合パウチ
シール材と混合される。生成されるフィルムの引張特性は、５０ｍｍ／ｍｉｎの試験速度
によってＡＳＴＭ　Ｄ６３８（表１）に従って測定された。試験の前に、全ての試料は２
１日間３０℃で焼鈍された。オルガノクレイを含むフィルムは、強度または最大伸張を犠
牲にすることなくオルガノクレイを含まないフィルムよりも高い引張係数を有することが
判明した。引張係数の増加は、３ｗｔ％オルガノクレイに対して７５％、６ｗｔ％オルガ
ノクレイに対して１５０％、９ｗｔ％オルガノクレイに対して２４０％である。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　表２は、ビカット熱変形試験（ＶＩＣＡＴ Ｈｅａｔ Ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ Ｔｅｓｔ
ｉｎｇ）の結果の要約である。ビカット軟化温度（Ｖｉｃａｔ Ｓｏｆｔｅｎｉｎｇ Ｔｅ
ｍｐｅｒａｔｕｒｅ）は、軟化温度で２３℃の増加を示す９ｗｔ％ナノクレイを有する試
料を含むオルガノクレイの含有量の増加に伴って増加することが観察された。表２のデー
タは、結晶化度がポリエチレンシール材組成にオルガノクレイを追加することによって実
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【００４５】
【表２】

【００４６】
　結晶化温度および溶融温度も測定される。これらの測定は、ＡＳＴＭ Ｄ ３４１７に従
って融解および結晶化のエンタルピーを測定することによって行われる。図８は、溶融温
度（「Ｔｍ」）を決定するためのプロットを示し、図９は、変化する量のＮａｎｏｂｌｅ
ｎｄ（商標）ＭＢ２００１を含む層に関する結晶化温度（「Ｔｃ」）を決定するためのプ
ロットを示す。ＴｍおよびＴｃは、純粋なポリエチレン試料と比較すると、ナノクレイを
加えることによって実質的に影響されないことが観察された。図１０Ａは、ポリエチレン
を含む密封層内でのＮａｎｏｂｌｅｎｄ ２００１からのオルガノクレイの分散を示す１
組のｘ線回折のプロットを示す。図１０Ｂは、ポリエチレンを含む密封層内でのＮａｎｏ
ｂｌｅｎｄ ２１０１からのオルガノクレイの分散を示す１組のｘ線回折のプロットを示
す。ｘ線回折データは、オルガノクレイプレートレットの平均離隔距離が保たれること（
すなわち最小限の凝集）を示す。そのように離隔距離を保つことにより、剥離容易性、引
張強度、ＨＤＴに関して得られる特性、および本発明の実施形態の破断部の伸張が可能に
なる。
【００４７】
　表３から６は、本発明によって形成される密封層に関する表面粗さ測定値を提供する。
これらの例では、共有押出し成形された２重層が形成される。より円滑な側面は、オルガ
ノクレイのないＨＤＰＥ層からのものである。より粗い側面は、オルガノクレイを有する
ＬＬＤＰＥ／ＥＶＡ層である。本発明のオルガノクレイ含有層は、オルガノクレイのない
類似の試料よりも粗さの度合いが高いことが判明した。さらに、６ｗｔ％のオルガノクレ
イを有する試料は、５ｗｔ％のオルガノクレイを有する試料よりも表面粗さの量が大きく
、したがって、表面粗さの量が約１０％以下の範囲での増加になる傾向を示す。
【００４８】
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【００４９】
【表４】

【００５０】
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【表５】

【００５１】
【表６】

【００５２】
　図１１は、密封形成温度に対する密封強度のプロットを示す。これらの試みでは、イン
パルスシーラーがシール部を形成するために使用される。そのようなシーラーでは温度が
ダイアル位置によって設定される。図１１は、ダイアル位置に応じた密封強度を示す。推
定温度が図１１の最上部に示される。また、図１１は、ポリエチレン、ＥＶＡ、およびオ
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ルガノクレイの組合せの相乗効果を示し、この組合せから形成されたシール部が密封形成
温度の広い範囲にわたって可剥性である。
【００５３】
　一連の２５．４ｍｍのシール部が約８秒の密封時間によって約１０００ｐｓｉの圧力で
形成される。これらの試みでは、液圧プレスが使用される。これらの状態は一般的な業務
用の密封工程で使用される状態よりも厳しいが、これらの状態で可剥性のシール部を形成
することは、可剥性のシール部を形成するための本発明の配合の能力をさらに示す。図１
２Ａおよび１２Ｂは、密封層の様々な組合せに関する、密封形成温度に対する密封強度の
プロットを示す。これらの試みでは、第１の密封層と第２の密封層の間にシール部が形成
される。図１２Ａでは、各密封層は、ポリエチレン（ＰＥ）／クレイ上のポリエチレン（
ＰＥ）／ＥＶＡ、ＬＤＰＥ上のポリエチレン（ＰＥ）／ＥＶＡ、ポリエチレン（ＰＥ）／
クレイ上のポリエチレン（ＰＥ）／クレイ、ポリエチレン（ＰＥ）／クレイ上のポリエチ
レン（ＰＥ）、ポリエチレン（ＰＥ）上のポリエチレン（ＰＥ）、またはポリエチレン（
ＰＥ）／ＥＶＡ上のポリエチレン（ＰＥ）／ＥＶＡを示す。一般に、シール強度は、１１
０℃から１４０℃の温度範囲にわたってこれらの組合せの温度が上昇するのに伴って増加
する。図１２Ｂでは、少なくとも１つの密封層がポリエチレン、ＥＶＡ、およびオルガノ
クレイの配合物を含む。この様式で形成されたシール部に関しては、図１２Ｂは、１１０
℃から１４０℃の温度範囲にわたる可剥性のシール部の形成を示す。図１３Ａおよび１３
Ｂは、図１２Ａおよび図１２Ｂに関する密封強度のデータを要約し、一方で破損モードの
タイプ（図１Ａから１Ｇを参照されたい）を特徴付ける表６を提供する。表６は、広範囲
の温度にわたる可剥性のシール部の形成を明白に示す。
【００５４】
　本発明の実施形態を例示し、説明してきたが、これらの実施形態が本発明の全ての実現
可能な形を例示し、説明することを意図するものではない。そうではなく、明細書で使用
される用語は、限定ではなく説明の用語であり、本発明の趣旨および範囲から逸脱せずに
様々な変更を行うことができることを理解されたい。
【符号の説明】
【００５５】
　１００  シール部
　１０２  第１の密封層
　１０４  第２の密封層
　１０６  分離表面
　１０８  分離表面
　１０９  断裂
　１１０  層
　１１２  層
　１１４  破断位置
　１２０  破断位置
　１２２  破断位置
 　１３０  シール部に組み込まれない区域
 　１３２  シール部に組み込まれない区域
 　１３４  破断位置
 　１３６  シール部に組み込まれない区域
 　１３８  シール部に組み込まれない区域
 　１５０  密封構造
 　１５２  密封層
 　１５４  追加の層
 　１５６  追加の層
 　１６０  包装システム
 　１６２  容器区域
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 　１６４  密封区域
 　１７０  シール部
 　１７２  包装システムの上面
 　１７４  底側面
 　１７６  左側面
 　１７８  右側面
 　１８０  対象物
 　１８２  内部の層
 　１９０  包装システム
 　１９２  密封開口
 　１９４  容器区域
 　１９６  基材区域
 　２００  ブリスター包装システム
 　２０２  密封開口
 　２０４  密封開口
 　２０６  容器区域
 　２０８  容器区域
 　２１０  基材区域
 　２１２  基材区域
 　２２０  押出し成形機
 　２２２  ダイ
 　２２４  混合機
 　２３０  押出し成形機

【図１Ａ】
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【図１Ｃ】
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【補正方法】変更
【補正の内容】
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【請求項１】
　包装システムであって、
　前記包装システムは、
　容器区域と、
　前記容器区域に取り付けられた可剥性の密封区域と、
を備え、
　前記密封区域は、密封基材および第１の密封層を備え、
　前記第１の密封層は、少なくとも部分的に前記密封基材上に配置され、前記密封基材に
接触し、
　前記第１の密封層は、
　熱可塑性ポリマーと、
　前記熱可塑性ポリマーの少なくとも一部分の中に分散されたオルガノクレイと、
を含み、
　前記可剥性の密封区域は、密封表面を画定し、
　前記密封表面は、基材表面上に可剥性の密封温度範囲内の全ての温度で可剥性のシール
部を形成し、
　前記可剥性の密封温度範囲は、密封開始温度から前記密封開始温度の少なくとも１００
°Ｆ（３７．７８℃）上の温度であり、
　前記密封開始温度は、１７０°Ｆ（７６．６７℃）から３５０°Ｆ（１４８．９℃）の
範囲内におけるいずれか一つの温度であり、
　前記オルガノクレイは、少なくとも２０オングストロームの平均離隔距離を有するプレ
ートレットを備え、
　前記密封表面は、１５００から５０００オングストロームの粗さ平均を有し、
　前記可剥性のシール部は、試料の幅の１インチ（２．５４ｃｍ）当たり０．５ｌｂ（２
２６．８ｇ）～５ｌｂ（２２６８ｇ）の剥離力を有する、
ことを特徴とする包装システム。
【請求項２】
　前記オルガノクレイは、前記熱可塑性ポリマーの少なくとも一部分の中に分散され、
　前記オルガノクレイは、１００ｍ2／グラムより大きい表面積および１０より大きいア
スペクト比を有し、
　前記可剥性の密封区域は、密封表面を画定する、
ことを特徴とする請求項１に記載の包装システム。
【請求項３】
　前記オルガノクレイは、有機的に変性された、カオリナイト、モンモリロナイト－スメ
クタイトクレイ、ベントナイトクレイ、イライトクレイ、およびそれらの組合せからなる
群から選択された有機的に変性されたクレイを含むことを特徴とする請求項１に記載の包
装システム。
【請求項４】
　前記オルガノクレイは、前記熱可塑性ポリマーおよび前記オルガノクレイを合わせた重
量の１ｗｔ％から２０ｗｔ％の量で存在することを特徴とする請求項１に記載の包装シス
テム。
【請求項５】
　前記オルガノクレイは、２００ｎｍより少ない、少なくとも１つの三次元空間の寸法を
有する複数の粒子を含むことを特徴とする請求項１に記載の包装システム。
【請求項６】
　前記熱可塑性ポリマーは、ナイロン、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエステル、
ポリカーボネート、エチレンのコポリマー、プロピレンのコポリマー、およびそれらの組
合せからなる群から選択されるポリマーを含むことを特徴とする請求項１に記載の包装シ
ステム。
【請求項７】
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　前記熱可塑性ポリマーは、エチレンビニルアセテートを含むことを特徴とする請求項６
に記載の包装システム。
【請求項８】
　前記密封基材は、前記第１の密封層に接触する第２の密封層を備えることを特徴とする
請求項１に記載の包装システム。
【請求項９】
　前記第２の密封層は、
　熱可塑性ポリマーと、
　前記熱可塑性ポリマー内に分散されたオルガノクレイと、
を備えることを特徴とする請求項８に記載の包装システム。
【請求項１０】
　前記密封区域は、前記第１の密封層の上に配置された１つまたは複数の追加のポリマー
層をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の包装システム。
【請求項１１】
　その中に含まれる食料製品をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の包装システ
ム。
【請求項１２】
　その中に含まれる殺菌された対象物をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の包
装システム。
【請求項１３】
　前記殺菌された対象物は、医療デバイスであることを特徴とする請求項１２に記載の包
装システム。
【請求項１４】
　前記容器区域は、ブリスター、トレイ、バッグ、パウチからなる群から選択された形態
を有することを特徴とする請求項１に記載の包装システム。
【請求項１５】
　多層の密封構造であって、
　前記多層の密封構造は、
　熱可塑性ポリマーと前記熱可塑性ポリマーの少なくとも一部分の中に分散されたオルガ
ノクレイを有する密封層であって、
　前記密封層は、１７０°Ｆ（７６．６７℃）から３５０°Ｆ（１４８．９℃）の密封開
始温度を有し、
　前記オルガノクレイは、２０から４５オングストロームの平均離隔距離を有するプレー
トレットを含む、密封層と、
　前記密封層上に配置された第１の追加の層と、
を含み、
　前記密封層は、可剥性の密封温度範囲内の全ての温度で可剥性のシール部を形成し、
　　前記可剥性の密封温度範囲は、前記密封開始温度から前記密封開始温度よりも少なく
とも１００°Ｆ（３７．７８℃）高い温度であり、
　前記可剥性のシール部は、試料の幅の１インチ（２．５４ｃｍ）当たり０．５ｌｂ（２
２６．８ｇ）～５ｌｂ（２２６８ｇ）の剥離力を有する、
ことを特徴とした多層の密封構造。
【請求項１６】
前記第１の追加の層上に配置された第２の追加の層をさらに含むことを特徴とする請求項
１５に記載の多層の密封構造。
【請求項１７】
　前記オルガノクレイは、２００ｎｍより少ない三次元空間の寸法を有する複数の粒子を
含むことを特徴とする請求項１５に記載の多層の密封構造。
【請求項１８】
　前記プレートレットは、少なくとも３０オングストロームの平均離隔距離を有すること
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を特徴とする請求項１５に記載の多層の密封構造。
【請求項１９】
　前記オルガノクレイは、有機的に変性された、カオリナイト、モンモリロナイト－スメ
クタイトクレイ、ベントナイトクレイ、イライトクレイ、およびそれらの組合せからなる
群から選択される有機的に変性されたクレイを含むことを特徴とする請求項１５に記載の
多層の密封構造。
【請求項２０】
　前記オルガノクレイは、前記熱可塑性ポリマーおよび前記オルガノクレイを合わせた重
量の１ｗｔ％から２０ｗｔ％の量で存在することを特徴とする請求項１５に記載の多層の
密封構造。
【請求項２１】
　前記熱可塑性ポリマーは、ナイロン、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエステル、
ポリカーボネート、エチレンのコポリマー、プロピレンのコポリマー、およびそれらの組
合せからなる群から選択されるポリマーをさらに含むことを特徴とする請求項１５に記載
の多層の密封構造。
【請求項２２】
　前記熱可塑性ポリマーは、エチレンアクリル酸、エチレンエチルアクリレート、エチレ
ンアイオノマー、およびそれらの組合せからなる群から選択される成分を含むことを特徴
とする請求項１５に記載の多層の密封構造。
【請求項２３】
　密封層を含む包装システムを形成する方法であって、
　前記包装システムを形成する方法は、
　熱可塑性ポリマーと、少なくとも２０オングストロームの平均離隔距離を有するプレー
トレットを備えたオルガノクレイとを結合して、オルガノクレイポリマーブレンドを形成
するステップと、
　前記オルガノクレイポリマーブレンドから１７０°Ｆ（７６．６７℃）から３５０°Ｆ
（１４８．９℃）の密封開始温度を有する前記密封層を形成するステップと、
　前記密封層を用いて包装システムを形成するステップと、
を含み、
　前記密封層は、可剥性の密封温度範囲内の全ての温度で可剥性のシール部を形成し、
前記可剥性の密封温度範囲は、密封開始温度から前記密封開始温度の少なくとも１００°
Ｆ（３７．７８℃）上の温度であり、
　前記可剥性のシール部は、試料の幅の１インチ（２．５４ｃｍ）当たり０．５ｌｂ（２
２６．８ｇ）～５ｌｂ（２２６８ｇ）の剥離力を有する、
ことを特徴とする密封層を含む包装システムを形成する方法。
【請求項２４】
　前記密封層を形成するステップは、押出し成形、共有押出し成形、吹込み成形、鋳造、
押出し吹込み成形、またはフィルムブローイングから形成されることを特徴とする請求項
２３に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項２５】
　前記密封層は、押出し成形によりダイから形成されることを特徴とする請求項２３に記
載の包装システムを形成する方法。
【請求項２６】
　前記熱可塑性ポリマーと前記オルガノクレイは、予備混合されてから、押出し成形に導
入されることを特徴とする請求項２３に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項２７】
　追加の押出し成形機から材料を供給することにより追加の層を形成するステップをさら
に含むことを特徴とする請求項２３に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項２８】
　前記包装システムを密封するステップをさらに含むことを特徴とする請求項２３に記載
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の包装システムを形成する方法。
【請求項２９】
　密封する前に、包装システム中に対象物を配置することを特徴とする請求項２８に記載
の包装システムを形成する方法。
【請求項３０】
　前記密封層は、密封層を密封基材と接触させることにより形成されることを特徴とする
請求項２８に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項３１】
　前記密封層は、コンダクションヒートシーリング、超音波シーリング、またはインダク
ションシーリングにより形成されることを特徴とする請求項３０に記載の包装システムを
形成する方法。
【請求項３２】
　前記熱可塑性ポリマーは、マスターバッチとポリマーそのものを混合することにより、
前記オルガノクレイと結合されることを特徴とする請求項２３に記載の包装システムを形
成する方法。
【請求項３３】
　前記マスターバッチは、１０ｗｔ％から８０ｗｔ％のオルガノクレイを含むことを特徴
とする請求項３２に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項３４】
　前記オルガノクレイは、２００ｎｍより少ない三次元空間の寸法を有する複数の粒子を
含むことを特徴とする請求項２３に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項３５】
　前記平均離隔距離は、２０から４５オングストロームであることを特徴とする請求項２
３に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項３６】
　前記プレートレットは、少なくとも３０オングストロームの平均離隔距離を有すること
を特徴とする請求項２３に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項３７】
　前記オルガノクレイは、有機的に変性された、カオリナイト、モンモリロナイト－スメ
クタイトクレイ、ベントナイトクレイ、イライトクレイ、およびそれらの組合せからなる
群から選択される有機的に変性されたクレイを含むことを特徴とする請求項２３に記載の
包装システムを形成する方法。
【請求項３８】
　前記オルガノクレイは、前記熱可塑性ポリマーおよび前記オルガノクレイを合わせた重
量の１ｗｔ％から２０ｗｔ％の量で存在することを特徴とする請求項２３に記載の包装シ
ステムを形成する方法。
【請求項３９】
　前記オルガノクレイは、前記熱可塑性ポリマーおよび前記オルガノクレイを合わせた重
量の２ｗｔ％から１０ｗｔ％の量で存在することを特徴とする請求項２３に記載の包装シ
ステムを形成する方法。
【請求項４０】
　前記熱可塑性ポリマーは、ナイロン、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエステル、
ポリカーボネート、エチレンのコポリマー、プロピレンのコポリマー、およびそれらの組
合せからなる群から選択されるポリマーをさらに含むことを特徴とする請求項２３に記載
の包装システムを形成する方法。
【請求項４１】
　前記熱可塑性ポリマーは、エチレンアクリル酸、エチレンエチルアクリレート、エチレ
ンアイオノマー、およびそれらの組合せからなる群から選択される成分を含むことを特徴
とする請求項２３に記載の包装システムを形成する方法。
【請求項４２】
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　包装システムであって、
　前記包装システムは、
　可剥性の密封区域と容器区域とを備え、
　前記可剥性の密封区域は、第１の密封層が第２の密封層と接触して可剥性の密封層を形
成するよう配置された、第１の密封層と第２の密封層とを備え、
　前記第１の密封層と第２の密封層は、それぞれ独立して、
　熱可塑性ポリマー；および
　前記熱可塑性ポリマーの中に分散されたオルガノクレイ；
を含み、
　前記第１の密封層および第２の密封層は、１７０°Ｆ（７６．６７℃）から３５０°Ｆ
（１４８．９℃）の密封開始温度を有し、
　前記オルガノクレイは、少なくとも２０オングストロームの平均離隔距離を有するプレ
ートレットを含み、
　前記第１の密封層と第２の密封層は、可剥性の密封温度範囲内の全ての温度で可剥性の
シール部を形成し、
　　前記可剥性の密封温度範囲は、密封開始温度から前記密封開始温度の少なくとも１０
０°Ｆ（３７．７８℃）上の温度であり、
　前記可剥性のシール部は、試料の幅の１インチ（２．５４ｃｍ）当たり０．５ｌｂ（２
２６．８ｇ）～５ｌｂ（２２６８ｇ）の剥離力を有する、
ことを特徴とする包装システム。
【請求項４３】
　前記第１の密封層と第２の密封層は、５００から２０００ＭＰａの引張弾性率を有する
ことを特徴とする請求項４２に記載の包装システム。
【請求項４４】
　前記第１の密封層は、１５００から５０００オングストロームの粗さ平均を有する密封
表面を備えることを特徴とする請求項４２に記載の包装システム。
【請求項４５】
　前記オルガノクレイは、２００ｎｍより少ない三次元空間の寸法を有する複数の粒子を
含むことを特徴とする請求項４２に記載の包装システム。
【請求項４６】
　前記プレートレットは、少なくとも３０オングストロームの平均離隔距離を有すること
を特徴とする請求項４２に記載の包装システム。
【請求項４７】
　前記オルガノクレイは、有機的に変性された、カオリナイト、モンモリロナイト－スメ
クタイトクレイ、ベントナイトクレイ、イライトクレイ、およびそれらの組合せからなる
群から選択される有機的に変性されたクレイを含むことを特徴とする請求項４２に記載の
包装システム。
【請求項４８】
　前記オルガノクレイは、前記熱可塑性ポリマーおよび前記オルガノクレイを合わせた重
量の１ｗｔ％から２０ｗｔ％の量で存在することを特徴とする請求項４２に記載の包装シ
ステム。
【請求項４９】
　前記オルガノクレイは、前記熱可塑性ポリマーおよび前記オルガノクレイを合わせた重
量の２ｗｔ％から１０ｗｔ％の量で存在することを特徴とする請求項４２に記載の包装シ
ステム。
【請求項５０】
　前記熱可塑性ポリマーは、ナイロン、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエステル、
ポリカーボネート、エチレンのコポリマー、プロピレンのコポリマー、およびそれらの組
合せからなる群から選択されるポリマーをさらに含むことを特徴とする請求項４２に記載
の包装システム。
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【請求項５１】
　前記熱可塑性ポリマーは、エチレンアクリル酸、エチレンエチルアクリレート、エチレ
ンアイオノマー、およびそれらの組合せからなる群から選択される成分を含むことを特徴
とする請求項４２に記載の包装システム。
【請求項５２】
　前記熱可塑性ポリマーは、エチレンビニルアセテートを含むことを特徴とする請求項４
２に記載の包装システム。
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