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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルプと層状無機化合物とを含有する混合物に機械的な微細化処理を施す工程を備え、
　上記混合物に機械的な微細化処理を施す方法がパルプと層状無機化合物とを回転する砥
石間で磨砕するグラインダー法であり、
　上記グラインダー法が石臼式磨砕機を使用する磨砕処理法であるガスバリア層形成用塗
工液の製造方法。
【請求項２】
　樹脂製の基材、ガスバリア層及び紙素材がこの順に積層されたガスバリア性シートの製
造方法であって、
　請求項１に記載のガスバリア層形成用塗工液の製造方法により得られるガスバリア層形
成用塗工液を上記基材の少なくとも一方の面に塗工する工程、
　上記基材の上記ガスバリア層形成用塗工液が塗工された面側に上記紙素材を貼り合わせ
る工程、及び
　上記ガスバリア層形成用塗工液を乾燥する工程
を備えることを特徴とするガスバリア性シートの製造方法。
【請求項３】
　上記ガスバリア層形成用塗工液を乾燥する工程が上記基材の上記ガスバリア層形成用塗
工液が塗工された面側に上記紙素材を貼り合わせる工程後に行われる請求項２に記載のガ
スバリア性シートの製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガスバリア層形成用塗工液及びその製造方法、並びにガスバリア性シート及
びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　包装材には内容物の保護、品質保持などといった機能が求められる。特に、食品、医薬
品、電子部品等は、酸素や水蒸気等によって劣化、変性することが多い。そのため、これ
らの包装材には酸素や水蒸気等の透過を抑制できるガスバリア性が要求される。
【０００３】
　このようなガスバリア性の要求に応じるべく、上記包装材として、ガスバリア層を有す
るフィルムや複合紙が検討されている。ガスバリア層としては、アルミニウム等の金属箔
や金属蒸着フィルム、ポリ塩化ビニリデン等の樹脂フィルム、無機酸化物を蒸着したセラ
ミック蒸着フィルム等がある。しかし、ガスバリア層としてアルミニウム等の金属箔や金
属蒸着フィルムを用いる場合には、異物混入防止のための金属探知機を用いた検査を行う
ことが不可能であり、また廃棄時に不燃物処理をしなければならない等の不都合がある。
また、ポリ塩化ビニリデン等の樹脂フィルムを用いる場合には、廃棄、焼却時に有害物質
を発生する可能性がある。さらに、無機酸化物を蒸着したセラミック蒸着フィルムを用い
る場合には、硬い蒸着層がフレキシビリティ（可撓性）に欠け、加工適性を損なうという
不都合がある。
【０００４】
　このような中、パルプを解繊して得られるセルロースナノファイバーを用いたガスバリ
ア用材料が開発されている（特開２００９－０５７５５２号公報参照）。しかし、セルロ
ースナノファイバーは、酸素バリア性には優れるものの、その分子構造から親水性が高く
、水蒸気バリア性には乏しい材料である。一方、酸素バリア性を有する水溶性高分子の水
蒸気バリア性を向上させる方法として、マイカやモンモリロナイト等の層状無機化合物を
含有させる方法が知られている（特開２００１－２５３０３５号公報参照）。セルロース
ナノファイバーの場合においても、セルロースナノファイバーと共に層状無機化合物を含
有させることによってガスバリア層の水蒸気バリア性を高めた包装材が開発されている（
特開２０１２－１４９１１４号公報、特開２０１４－２１８５８０号公報参照）。
【０００５】
　しかし、セルロースナノファイバーと層状無機化合物とを含有する塗工液を単に用いて
ガスバリア層を形成しても、セルロースナノファイバーの親水性が非常に高いため、十分
な水蒸気バリア性を得ることができない。そこで、水蒸気バリア性を向上させるために層
状無機化合物の含有率を上げることが考えられるが、この場合には、水蒸気バリア性は向
上するものの酸素バリア性を維持できず、単に層状無機化合物の含有量を高めることが適
切であるとは言えない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－０５７５５２号公報
【特許文献２】特開２００１－２５３０３５号公報
【特許文献３】特開２０１２－１４９１１４号公報
【特許文献４】特開２０１４－２１８５８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記のような不都合に鑑みてなされたものであり、十分な酸素バリア性を維
持しつつ、水蒸気バリア性を高めることができる、パルプを材料として用いたガスバリア
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層形成用塗工液及びその製造方法、並びにガスバリア性シート及びその製造方法の提供を
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、上記不都合を解決するために鋭意検討を重ねた結果、（１）パルプと層
状無機化合物とを含有する混合物に対して機械的な微細化処理を施して得られた塗工液を
用いてガスバリア層を形成することによりガスバリア性（特に、水蒸気バリア性）が高ま
ること、及び（２）このような塗工液を塗工した基材に紙素材を貼り合せて乾燥させるこ
とで、ガスバリア性に優れたガスバリア性シートを得ることができることを見出し、本発
明を完成するに至った。
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた発明は、パルプと層状無機化合物とを含有する混合
物に機械的な微細化処理を施す工程（微細化工程）を備えるガスバリア層形成用塗工液の
製造方法である。
【００１０】
　当該ガスバリア層形成用塗工液の製造方法によれば、パルプと層状無機化合物とを含有
する混合物に機械的な微細化処理を施すことにより、十分な酸素バリア性を維持しつつ、
水蒸気バリア性を高めることができるガスバリア層形成用塗工液を得ることができる。こ
れは、機械的な微細化処理の際に、（１）層状無機化合物の層間にパルプ及びその解繊物
が侵入する、いわゆるインターカレーションが生じることで層状無機化合物が効率的に劈
開される一方、（２）パルプ及びその解繊物がクッションとなるため層状無機化合物の割
れが比較的生じにくく、その結果、層状無機化合物の扁平度が高まることなどによると推
察される。このため、当該ガスバリア層形成用塗工液の製造方法により得られる塗工液を
用いてガスバリア層を形成した場合、層状無機化合物による曲路効果が高まり、良好な酸
素バリア性及び水蒸気バリア性が発現される。さらに、この機械的な微細化処理の際には
、（３）層状無機化合物の微細化（劈開）と共にパルプの微細化（解繊）が進むが、層状
無機化合物と混在させてパルプに対して機械的な微細化処理を施すことで、パルプが効率
的に解繊（ナノファイバー化）しているものと推察される。このように、微細化工程にお
いて、層状無機化合物の微細化と、パルプのセルロースナノファイバー化とを同時に行う
ことにより、良好なガスバリア性（酸素バリア性及び水蒸気バリア性）を有するガスバリ
ア層を形成可能な塗工液を効率的に得ることができ、生産性を高めることができる。
【００１１】
　上記課題を解決するためになされた別の発明は、当該ガスバリア層形成用塗工液の製造
方法により得られるガスバリア層形成用塗工液である。当該ガスバリア層形成用塗工液に
よれば、良好な酸素バリア性及び水蒸気バリア性を有するガスバリア層を形成することが
できる。
【００１２】
　当該ガスバリア層形成用塗工液は、上記パルプに由来するセルロースナノファイバーを
含むことが好ましい。これにより、形成されるガスバリア層の酸素バリア性等を高めるこ
とができる。
【００１３】
　上記課題を解決するためになされたさらに別の発明は、樹脂製の基材、ガスバリア層及
び紙素材がこの順に積層されたガスバリア性シートの製造方法であって、当該ガスバリア
層形成用塗工液を上記基材の少なくとも一方の面に塗工する工程（塗工工程）、上記基材
の当該ガスバリア層形成用塗工液が塗工された面側に上記紙素材を貼り合わせる工程（貼
合工程）、及び当該ガスバリア層形成用塗工液を乾燥する工程（乾燥工程）を備えること
を特徴とする。
【００１４】
　当該ガスバリア性シートの製造方法によれば、当該ガスバリア層形成用塗工液を用いる
ことで、ガスバリア性に優れたガスバリア性シートを得ることができる。また、加熱乾燥
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した場合であっても、湿潤状態のガスバリア層（塗工液）の表出面側に紙素材が積層され
ているため、湿潤状態のガスバリア層から紙素材へ水分が液体状態のまま浸透し、紙素材
から水分が蒸発することにより、均一かつ緻密なガスバリア層が形成され、ガスバリア性
シートのガスバリア性をより向上させることができると推察される。
【００１５】
　上記課題を解決するためになされたさらに別の発明は、当該ガスバリア性シートの製造
方法により得られるガスバリア性シートである。当該ガスバリア性シートは、上述したよ
うにガスバリア性、特に酸素バリア性及び水蒸気バリア性に優れる。
【００１６】
　ここで、「セルロースナノファイバー」とは、パルプ（パルプ繊維）を解繊して得られ
る微細なセルロース繊維をいい、一般的に繊維幅がナノサイズ（１ｎｍ以上１０００ｎｍ
以下）のセルロース微細繊維を含むセルロース繊維をいう。
【発明の効果】
【００１７】
　上述のように、当該ガスバリア層形成用塗工液の製造方法によれば、パルプを原料に用
いて、十分な酸素バリア性を維持しつつ、水蒸気バリア性を高めることができるガスバリ
ア層を形成する塗工液を得ることができる。また、当該ガスバリア性シートの製造方法に
よれば、酸素バリア性及び水蒸気バリア性が良好なガスバリア性シートを得ることができ
る。従って、当該ガスバリア性シートの製造方法によって得られるガスバリア性シートは
、酸素バリア性及び水蒸気バリア性が求められる用途の包装材等として好適に用いること
ができる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明のガスバリア層形成用塗工液の製造方法、ガスバリア層形成用塗工液、ガ
スバリア性シートの製造方法及びガスバリア性シートの実施形態について説明する。
【００１９】
＜ガスバリア層形成用塗工液の製造方法＞
　当該ガスバリア層形成用塗工液の製造方法は、パルプと層状無機化合物とを含有する混
合物に機械的な微細化処理を施す工程（微細化工程）を備える。
【００２０】
（混合物）
　微細化工程に供される混合物は、パルプ及び層状無機化合物を含有し、通常、分散媒と
しての水を含有する。
【００２１】
（パルプ）
　混合物に含まれるパルプ（パルプ繊維）としては、例えば
　広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）、広葉樹未晒クラフトパルプ（ＬＵＫＰ）等の広
葉樹クラフトパルプ（ＬＫＰ）、針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）、針葉樹未晒クラ
フトパルプ（ＮＵＫＰ）等の針葉樹クラフトパルプ（ＮＫＰ）等の化学パルプ；
　ストーングランドパルプ（ＳＧＰ）、加圧ストーングランドパルプ（ＰＧＷ）、リファ
イナーグランドパルプ（ＲＧＰ）、ケミグランドパルプ（ＣＧＰ）、サーモグランドパル
プ（ＴＧＰ）、グランドパルプ（ＧＰ）、サーモメカニカルパルプ（ＴＭＰ）、ケミサー
モメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）、晒サーモメカニカルパルプ（ＢＴＭＰ）等の機械パル
プ；
　茶古紙、クラフト封筒古紙、雑誌古紙、新聞古紙、チラシ古紙、オフィス古紙、段ボー
ル古紙、上白古紙、ケント古紙、模造古紙、地券古紙、更紙古紙等から製造される古紙パ
ルプ；
　古紙パルプを脱墨処理した脱墨パルプ（ＤＩＰ）などが挙げられる。これらは、本発明
の効果を損なわない限り、単独で用いてもよく、複数種を組み合わせて用いてもよい。
【００２２】
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　パルプとしては、これらの中で、塗工液の乾燥が容易となる観点から、化学パルプが好
ましく、広葉樹クラフトパルプ（ＬＫＰ）がより好ましい。このようなパルプは、不純物
が少ないという利点もある。
【００２３】
　なお、パルプは微細化工程の前に予備叩解に付してもよい。予備叩解（機械的前処理）
は、特に限定されず、公知の方法を用いることができる。具体的な方法の例としては、段
階的に解繊を進めることが好ましく、特に未叩解の原料パルプをナイヤガラビーター等の
いわゆる粘状叩解設備にて予めろ水度（カナディアンフリーネス）を出発原料の３０％以
下まで予備叩解処理した後、微細化工程に供することが、ナノセルロース化処理において
効率的であり、またガスバリア性を付与できる良好なセルロースナノファイバーが得られ
るため好ましい。
【００２４】
　また、パルプは、微細化工程の前に化学的な前処理を施してもよい。この化学的な前処
理としては、硫酸等の酸などを用いた加水分解処理や、オゾンなどの酸化剤を用いた酸化
処理などを挙げることができる。このように化学的な前処理を施すことで、微細化工程の
際にパルプの解繊（ナノファイバー化）が効果的に進行する。なお、用途（例えば食品関
連用途等）などに応じて、化学的前処理はしないほうが良い場合もある。
【００２５】
　微細化処理に供する混合物におけるパルプの含有量としては、０．５質量％以上が好ま
しく、１．０質量％以上がより好ましい。パルプの含有量が上記下限未満であると、微細
化処理が非効率的になる。他方、混合物中のパルプの含有量としては、３．０質量％以下
が好ましく、２．５質量％以下がより好ましい。パルプの含有量が上記上限を超えると、
微細化処理の際の混合物の粘度が高くなるおそれがある。
【００２６】
（層状無機化合物）
　層状無機化合物とは、層状構造を有する無機化合物である。層状構造とは、原子が共有
結合等によって強く結合して密に配列した面が、ファンデルワールス力等の弱い結合力に
よって平行に積み重なった構造やイオンで結合した平板性の高い構造をいう。
【００２７】
　層状無機化合物としては、グラファイト、リン酸塩系誘導体型化合物、カルコゲン化物
、粘土系鉱物等を挙げることができるが、粘度系鉱物が好ましい。粘度系鉱物としては、
カオリナイト、ディッカイト、ナクライト、モンモリロナイト、ハロイサイト、アンチゴ
ライト、クリソタイル、パイロフィライト、マイカ（雲母）、ベントナイト、ナトリウム
テニオライト、白雲母、マーガライト、タルク、バーミキュライト、金雲母、ザンソフィ
ライト、緑泥石、合成雲母等を挙げることができる。
【００２８】
　層状無機化合物としては、これらの中でもマイカ及びベントナイトが好ましく、マイカ
がより好ましい。また、層状無機化合物としては、膨潤性層状無機化合物が好ましく、膨
潤性マイカ及び膨潤性ベントナイトがより好ましく、膨潤性マイカがさらに好ましい。こ
れらの層状無機化合物を用いることにより、微細化工程の際の劈開が効率的に進み、水蒸
気バリア性等をより高めることができる。
【００２９】
　微細化処理に供する混合物におけるパルプと層状無機化合物との混合比としては特に限
定されないが、パルプ：層状無機化合物（質量比）の下限としては、１：９が好ましく、
２：８がより好ましく、３：７がさらに好ましい。一方、パルプ：層状無機化合物（質量
比）の上限としては、９：１が好ましく、８：２がより好ましく、７：３がさらに好まし
い。混合比を上記範囲とすることで、得られる塗工液が、酸素バリア性及び水蒸気バリア
性が共に特に良好なガスバリア層を形成することができる。
【００３０】
（他の成分等）
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　上記混合物中の全固形分に占めるパルプ及び層状無機化合物の含有量としては、８０質
量％以上とすることができ、９５質量％以上とすることができ、９９質量％以上とするこ
とができる。上記混合物は、本発明の効果を損なわない限り、パルプ、層状無機化合物、
及び分散媒としての水以外に、その他の成分を任意に含有していてもよい。
【００３１】
　その他の成分としては、例えば層状無機化合物以外の顔料、染料、粘度調整剤、ｐＨ調
整剤、界面活性剤、ワックス、水溶性樹脂等が挙げられる。これらは、本発明の効果を損
なわない限り、単独で用いてもよく、複数種を組み合わせて用いてもよい。また、その他
の成分は、それぞれ混合物（塗工液）中に含有させないことが好ましい場合もある。これ
らの他の成分は、微細化処理を経た後の混合物に添加してもよい。
【００３２】
　混合物は、例えば水、パルプ、層状無機化合物及び必要に応じてその他の成分を混合後
、これらに撹拌を加えることで得ることができる。混合物の状態としては、例えば分散液
、ゲル状分散液等が挙げられる。
【００３３】
　混合物における固形分濃度（パルプ、層状無機化合物、及びその他の分散媒以外の成分
の含有割合）の下限としては、例えば通常０．５質量％であり、１質量％が好ましい。一
方、この上限としては、例えば１０質量％とすることができ、６質量％が好ましく、４質
量％がさらに好ましい。上記範囲の固形分含有量とすることで、機械的な微細化処理を効
率的に進行させることができる。
【００３４】
（微細化処理）
　混合物に施す機械的な微細化処理とは、実質的に化学反応を伴うことなく、混合物に含
まれるパルプ及び層状無機化合物の少なくとも一方を、好ましくは双方を物理的に微細化
することをいう。混合物に機械的な微細化処理を施す方法としては、例えばパルプと層状
無機化合物とを回転する砥石間で磨砕するグラインダー法、ホモジナイザー、ボールミル
、ロールミル、カッターミル等を用いる粉砕法などが挙げられる。これらの中でも、微細
化を容易かつ効率的に行うことができる観点から、パルプと層状無機化合物とを回転する
砥石間で磨砕するグラインダー法が好ましい。
【００３５】
　回転する砥石間で磨砕するグラインダー法としては、例えば石臼式磨砕機を使用する磨
砕処理法を用いることができる。具体的には、石臼式磨砕機の擦り合わせ部にパルプ及び
層状無機化合物を通過させることで、パルプが、通過の際の衝撃、遠心力、剪断力等によ
り次第に磨り潰され、化学的に変質することなく、均一なセルロースナノファイバーが得
られやすくなる。また、層状無機化合物は、劈開し、偏平化が進む。そのため、機械的な
微細化処理を経た混合物を塗工液として用いることで緻密な構造を有するガスバリア層を
形成することができる。
【００３６】
　この微細化処理を経た混合物が、ガスバリア層形成用塗工液となる。なお、上述のよう
に、微細化処理を経た混合物に、その他の成分等を加えて、ガスバリア層形成用塗工液と
してもよい。
【００３７】
＜ガスバリア層形成用塗工液＞
　当該ガスバリア層形成用塗工液は、当該ガスバリア層形成用塗工液の製造方法により得
られるガスバリア層形成用塗工液である。当該塗工液の状態としては、例えば分散液、ゲ
ル状分散液等が挙げられる。当該ガスバリア層形成用塗工液によれば、良好な酸素バリア
性及び水蒸気バリア性を有するガスバリア層を形成することができる。
【００３８】
　当該ガスバリア層形成用塗工液は、通常、パルプに由来する（パルプが解繊されてなる
）セルロースナノファイバーを含む。当該ガスバリア層形成用塗工液中のパルプ及びその
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解繊物（セルロースナノファイバー等）の含有量の下限としては、０．５質量％が好まし
く、１．０質量％がより好ましい。この含有量が上記下限未満であると、十分なガスバリ
ア性を発揮させるために塗工量が増え、乾燥効率が低下する場合がある。他方、ガスバリ
ア層形成用塗工液中のこの含有量の上限としては、３．０質量％が好ましく、２．５質量
％がより好ましい。この含有量が上記上限を超えると、塗工の際の塗工液の粘度が高くな
るおそれがある。
【００３９】
　当該ガスバリア層形成用塗工液中のパルプ及びその解繊物（セルロースナノファイバー
等）と層状無機化合物との混合比としては特に限定されないが、パルプ及びその解繊物：
層状無機化合物（質量比）の下限としては、１：９が好ましく、２：８がより好ましく、
３：７がさらに好ましい。一方、パルプ及びその解繊物：層状無機化合物（質量比）の上
限としては、９：１が好ましく、８：２がより好ましく、７：３がさらに好ましい。混合
比を上記範囲とすることで、酸素ガスバリア性と水蒸気バリア性とを共に特に良好に発揮
することができる。
【００４０】
　当該ガスバリア層形成用塗工液における固形分濃度（パルプ及びその解繊物、層状無機
化合物、並びにその他の分散媒以外の成分の含有割合）の下限としては、例えば通常０．
５質量％であり、１質量％が好ましい。一方、この上限としては、例えば１０質量％とす
ることができ、６質量％が好ましく、４質量％がさらに好ましい。上記範囲の固形分含有
量とすることで、良好な塗工性、乾燥性等を発揮することができる。当該ガスバリア層形
成用塗工液中の全固形分に対するパルプ及びその解繊物並びに層状無機化合物の含有量と
しては、８０質量％以上とすることができ、９５質量％以上とすることができ、９９質量
％以上とすることができる。
【００４１】
＜ガスバリア性シートの製造方法＞
　当該ガスバリア性シートの製造方法は、樹脂製の基材、ガスバリア層及び紙素材がこの
順に積層されたガスバリア性シートの製造方法であって、当該ガスバリア層形成用塗工液
を上記基材の少なくとも一方の面に塗工する工程（塗工工程）、上記基材の当該ガスバリ
ア層形成用塗工液が塗工された面側に上記紙素材を貼り合わせる工程（貼合工程）、及び
当該ガスバリア層形成用塗工液を乾燥する工程（乾燥工程）を備える。以下、各工程につ
いて詳説する。
【００４２】
（塗工工程）
　本工程では、当該ガスバリア層形成用塗工液を上記基材の少なくとも一方の面に塗工す
る。この塗工液が乾燥することにより、ガスバリア層が形成される。
【００４３】
　上記基材は、樹脂製である限り特に限定されないが、その形状は、通常フィルム状であ
る。
【００４４】
　上記基材を形成する樹脂としては、特に限定されないが、例えば
　ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン；
　ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸メチル等のアクリル系樹脂；
　ポリ乳酸、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカプロラクトン、ポリプロピ
オラクトン等のポリエステル；
　ポリエチレングリコール等のポリエーテル；
　普通セロファン、防湿セロファン等のセロファン系樹脂；
　フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、エポキシ樹脂、ジ
アリルフタレート樹脂、ポリウレタン、ケイ素樹脂、ポリイミド等の熱硬化性樹脂；
　その他、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール等が挙げられる。こ
れらは、本発明の効果を損なわない限り、単独で用いてもよく、複数種を組み合わせて用
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いてもよい。
【００４５】
　上記樹脂としては、これらの中で取扱いが簡単で、セルロースナノファイバーとの親和
性が高いという観点から、ポリエステル及びセロファン系樹脂が好ましく、セロファン系
樹脂がより好ましい。
【００４６】
　樹脂製の基材の平均厚さの下限としては、５μｍが好ましく、１５μｍがより好ましい
。基材の平均厚さが上記下限未満であると、包装材としてのガスバリア性シートの取扱い
が難しくなるおそれがある。他方、樹脂製の基材の平均厚さの上限としては、１００μｍ
が好ましく、８０μｍがより好ましい。基材の平均厚さが上記上限を超えると、ガスバリ
ア性シートが可撓性を示し難く、包装材として用い得ないおそれがある。
【００４７】
　塗工液の塗工量の下限としては、固形分換算で、０．５ｇ／ｍ２が好ましく、５ｇ／ｍ
２がより好ましく、８ｇ／ｍ２がさらに好ましく、１２ｇ／ｍ２が特に好ましい。塗工量
が上記下限未満であると、ガスバリア層内のガス透過を十分に抑制できずガスバリア層を
ガスが透過してしまい、ガスバリア性を十分に発揮できなくなるおそれがあると共に、ガ
スバリア層の塗工厚みが不均一になり平面方向におけるガスバリア性にバラつきが生じる
おそれがある。一方、塗工量の上限としては、５０ｇ／ｍ２が好ましく、４０ｇ／ｍ２が
より好ましく、３０ｇ／ｍ２がさらに好ましい。ガスバリア層の塗工量が上記上限を超え
ると、ガスバリア層が可撓性に欠けることでガスバリア層にクラックが入り易くなり、ガ
スバリア性を損なうおそれがあり、また乾燥にも長時間を要してしまうおそれがある。
【００４８】
　塗工液の塗工は公知の塗工機により行うことができる。塗工機としては、例えば２ロー
ルサイズプレスコーター、ゲートロールコーター、ブレードメタリングコーター、ロッド
メタリングコーター、ブレードコーター、エアナイフコーター、ロールコーター、ブラッ
シュコーター、キスコーター、スクイズコーター、カーテンコーター、ダイコーター、バ
ーコーター（クリアランスバー）、グラビアコーター、ディップコーター、コンマコータ
ー等が挙げられる。
【００４９】
　塗工機としては、これらの中で塗工がより容易となる観点から、バーコーター、コンマ
コーター及びダイコーターが好ましく、バーコーターがより好ましい。
【００５０】
　塗工液は通常基材の少なくとも一方の面に塗布される。また、塗工液は、本発明の効果
を損なわない限り、基材の両面に塗工してもよい。
【００５１】
（貼合工程）
　本工程では、上記塗工液が塗工された基材の面側に紙素材を貼り合わせる。このように
塗工液上に紙素材を貼り合わせることで、塗工液が紙素材中に浸透し、その結果ガスバリ
ア性シートのガスバリア性をより向上させることができる。
【００５２】
　セルロースナノファイバー等のパルプの解繊物を樹脂製の基材上に積層し、セルロース
ナノファイバー等が表面に露出した状態である場合、加熱乾燥ではガスバリア性が発現さ
れない傾向がある。明確な理由は明らかとなっていないが、セルロースナノファイバー層
内部から水蒸気が蒸発することにより、乾燥後のセルロースナノファイバー層内にガス透
過経路が形成されることが原因であると考えられる。そこで、塗工液（ガスバリア層）の
表出面に紙素材を貼り合わせて均一に乾燥させる工夫が必要となる。紙素材を貼り合せる
ことにより、塗工液（セルロースナノファイバーの層）から紙素材へ水が移行し、紙素材
から水が蒸発するため、ガスバリア層にガス透過経路が形成され難く、高いバリア性が発
現すると推測される。
【００５３】
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　上記紙素材としては、塗工液に含まれる水分を吸水し、乾燥工程で吸水した水分を放出
可能な素材であれば特に限定されないが、例えばろ紙、上質紙、中質紙、コピー用紙、ア
ート紙、コート紙、微塗工紙、クラフト紙等が挙げられる。
【００５４】
　上記紙素材としては、これらの中で吸水性により優れる観点から、上質紙及びろ紙が好
ましい。
【００５５】
　紙素材の坪量の下限としては、５０ｇ／ｍ２が好ましく、５５ｇ／ｍ２がより好ましい
。紙素材の坪量が上記下限未満であると、吸水性が不十分となるおそれがある。一方、紙
素材の坪量の上限としては、４００ｇ／ｍ２が好ましく、３００ｇ／ｍ２がより好ましい
。紙素材の坪量が上記上限を超えると、乾燥性が低下するとともに、包装材として可撓性
が低下し、包装材として不適になるおそれがある。
【００５６】
　紙素材の貼合方法としては、例えば公知の貼り合わせ装置等を用いる方法、抄き合せ等
の手段にてそのまま紙素材を貼り合わせる方法等が挙げられる。
【００５７】
　紙素材は通常基材の少なくとも一方の面に貼り合わされる。また、紙素材は、本発明の
効果を損なわない限り、基材の両面に貼り合わせてもよい。
【００５８】
（乾燥工程）
　本工程では、当該ガスバリア層形成用塗工液を乾燥する。本工程を経ることで、基材と
紙素材との間に、塗工液の乾燥物から形成されたガスバリア層を備えるガスバリア性シー
トを得ることができる。
【００５９】
　発明者等の鋭意開発において、理由は定かではないが、樹脂製の基材表面にセルロース
ナノファイバー等を含有する塗工液を塗工した後、塗工液中の水分を紙素材を介在せず乾
燥工程に供すると、ガスバリア層中に乾燥に伴う微細なガス透過経路が発生し、このガス
透過経路によってガスバリア性を損ない、結果としてガスバリアシートとしての機能が不
十分となることを知見している。また、紙素材を積層させることで、乾燥を速やかにかつ
マイルドに行い、ガスバリア性に優れたガスバリア性シートが得られることを見出してい
る。
【００６０】
　乾燥工程での温度の下限としては、１０℃が好ましく、３０℃がより好ましい。さらに
は、５０℃が好ましく、８０℃がより好ましく、１００℃であってもよい。乾燥工程での
温度が上記下限未満であると、乾燥工程に長時間を要するおそれがある。一方、乾燥工程
での温度の上限としては、１８０℃が好ましく、１６０℃がより好ましく、１４０℃がさ
らに好ましく、１２０℃が特に好ましい。乾燥工程での温度が上記上限を超えると、紙素
材を介在させたとしても、ガスバリア層にガス透過経路が発生し、その結果ガスバリア性
シートのガスバリア性が不十分となったり、紙素材や基材が熱劣化して変性するおそれが
ある。
【００６１】
　乾燥方法は、特に限定されないが、例えばオーブン中で上記温度下に調節しつつ行う方
法、上記温度下で風乾させる方法等が挙げられる。
【００６２】
＜ガスバリア性シート＞
　当該ガスバリア性シートは、当該製造方法により得られるガスバリア性シートである。
当該ガスバリア性シートは、微細化処理が施された当該ガスバリア層形成用塗工液から形
成されるガスバリア層を備えるためガスバリア性に優れる。特に、上記ガスバリア層によ
り、セルロースナノファイバー等のパルプの解繊物による酸素バリア性と、層状無機化合
物による水蒸気バリア性とが共に良好に発揮される。
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【００６３】
　当該ガスバリア性シートの酸素透過度としては、１．３ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以
下が好ましく、１ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以下がより好ましい。ガスバリア性シート
の酸素透過度が上記上限を超えると、当該ガスバリア性シートのガスバリア性が不十分と
なるおそれがある。なお、ガスバリア性シートの酸素透過度（ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔ
ｍ）はＪＩＳ－Ｋ－７１２６－１：２００６「プラスチック－フィルム及びシート－ガス
透過度試験方法－第１部：差圧法」に準拠して測定される。
【００６４】
　当該ガスバリア性シートの水蒸気透過度としては、例えば２００ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下
であり、１５０ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下が好ましく、１４０ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下がより好
ましい。ガスバリア性シートの水蒸気透過度が上記上限を超えると、当該ガスバリア性シ
ートのガスバリア性が不十分となるおそれがある。当該ガスバリア性シートの水蒸気透過
度の下限としては、基材がセロファン系樹脂製である場合、例えば１０ｇ／ｍ２・ｄａｙ
であり、５０ｇ／ｍ２・ｄａｙであってもよい。なお、ガスバリア性シートの水蒸気透過
度（ｇ／ｍ２・ｄａｙ）は、ＪＩＳ－Ｋ－７１２９「プラスチック－フィルム及びシート
－水蒸気透過度の求め方（機器測定法）」に準拠して測定される。
【実施例】
【００６５】
　以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。
【００６６】
＜評価方法＞
　実施例、参考例及び比較例における各種物性は以下の評価方法に準じて測定した。
【００６７】
（ガスバリア性シートの酸素透過度（ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ））
　ガスバリア性シートの酸素透過度（ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ）は、ＪＩＳ－Ｋ－７
１２６－１：２００６「プラスチック－フィルム及びシート－ガス透過度試験方法－第１
部：差圧法」に準拠して、ＧＴＲ社の「ＧＴＲ－１１ＡＥＴ」を用いて２５℃で２時間測
定した。
【００６８】
（ガスバリア性シートの水蒸気透過度（ｇ／ｍ２・ｄａｙ））
　ガスバリア性シートの水蒸気透過度（ｇ／ｍ２・ｄａｙ）は、ＪＩＳ－Ｋ－７１２９「
プラスチック－フィルム及びシート－水蒸気透過度の求め方（機器測定法）」に準拠して
、４０℃で測定した。
【００６９】
　実施例及び比較例で用いたパルプ及び層状無機化合物は以下の通りである。
・パルプ：ＬＢＫＰ
・マイカ：コープケミカル社のソマシフ膨潤性雲母「ＭＥ－１００」
【００７０】
＜実施例１＞
（微細化工程）
　パルプとマイカとを５：５の質量比で水に分散させ、固形分濃度２．１質量％の混合物
を得た。この混合物に対して摩砕機（増幸産業社の「マスコロイダー」）を用いて微細化
処理を施し、ガスバリア層形成用塗工液を得た。
（塗工工程）
　得られた上記ガスバリア層形成用塗工液を基材としてのセロファンフィルムの表面全面
にクリアランスバーを用いて塗工した。塗工量は固形分換算で１５．７ｇ／ｍ２とした。
（貼合工程）
　セロファンフィルムの表面全面に塗工された上記塗工液上にセロファンフィルムと同形
状の上質紙を貼り合わせた。
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（乾燥工程）
　セロファンフィルム、塗工液及び上質紙が順次積層された積層シートを温度１０５℃で
、２０分間、オーブン中で加熱乾燥させ実施例１のガスバリア性シートを得た。
【００７１】
＜実施例２＞
　パルプとマイカとの混合比を７：３、固形分濃度を１．４質量％、塗工量を９．９ｇ／
ｍ２としたこと以外は実施例１と同様にして実施例２のガスバリア性シートを得た。
【００７２】
＜実施例３＞
　パルプとマイカとの混合比を３：７、固形分濃度を３．３質量％、塗工量を２４．４ｇ
／ｍ２としたこと以外は実施例１と同様にして実施例３のガスバリア性シートを得た。
【００７３】
＜実施例４＞
　固形分濃度を１．７質量％、塗工量を１１．４ｇ／ｍ２としたこと以外は実施例１と同
様にして実施例４のガスバリア性シートを得た。
【００７４】
＜参考例１＞
　ＬＢＫＰを摩砕機（増幸産業社の「マスコロイダー」）により解繊して保水度３９２％
のセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）を得た。このセルロースナノファイバーとマイカ
とを５：５の質量比で水に分散させ混合物（固形分濃度３．３質量％）を得た。この混合
物に対して摩砕機（増幸産業社の「マスコロイダー」）により微細化処理を施し、ガスバ
リア層形成用塗工液を得た。このガスバリア層形成用塗工液を用いたこと以外は、実施例
１と同様にして参考例１のガスバリア性シートを得た。
【００７５】
＜比較例１＞
　セルロースナノファイバー及びマイカを含む混合物に対して微細化処理を施さず、この
混合物をそのまま塗工液（固形分濃度３．３質量％）として用いたこと以外は参考例１と
同様にして比較例１のガスバリア性シートを得た。
【００７６】
＜比較例２＞
　塗工液を塗工せずに、セロファンフィルムに上質紙を積層した積層シートを比較例２の
シートとした。
【００７７】
　得られた各シートの酸素透過度及び水蒸気透過度を上記方法にて測定した。測定結果を
表１に示す。
【００７８】



(12) JP 6670049 B2 2020.3.18

10

20

30

【表１】

【００７９】
　表１に示されるように、パルプとマイカとを含む混合物に対して微細化処理を施し、こ
の処理を経て得られた塗工液からガスバリア層を形成することで、水蒸気バリア性が高ま
ることが示された。なお、実施例１、２、４は、塗工量が参考例１及び比較例１と比べて
少ないため、各実施例の参考例１及び比較例１に対する水蒸気バリア性向上効果は十分に
示されているといえる。また、実施例で得られたガスバリアシートは、十分な酸素透過度
を有することも示された。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　当該ガスバリア性シートは、酸素ガスバリア性と水蒸気ガスバリア性とが要求される包
装材、例えば食品、医薬品、電子部品等の包装材などとして好適に用いることができる。
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