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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
低密度ポリエチレン（ａ１）７０～９０質量％及びポリブテン－１系樹脂（ａ２）３０～
１０質量％を含有するシール樹脂層（Ａ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）８０～９
５％質量％及びポリブテン－１系樹脂（ｂ２）２０～５質量％を含有する樹脂層（Ｂ）、
及び中密度ポリエチレン（ｃ１）からなる樹脂層（Ｃ）が、（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）の順
で積層された共押出多層フィルムであって、前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）の融
点が前記低密度ポリエチレン（ａ１）の融点より低く、かつ前記共押出多層フィルム全体
の厚さに対する前記シール樹脂層（Ａ）と前記樹脂層（Ｂ）との合計の厚さの比率が４０
～７０％であることを特徴とする共押出多層フィルム。
【請求項２】
低密度ポリエチレン（ａ１）７０～９０質量％及びポリブテン－１系樹脂（ａ２）３０～
１０質量％を含有するシール樹脂層（Ａ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）８０～９
５％質量％及びポリブテン－１系樹脂（ｂ２）２０～５質量％を含有する樹脂層（Ｂ）、
ポリエチレン系樹脂を主成分とする樹脂層（Ｃ１）、及び中密度ポリエチレン（ｃ１）か
らなる樹脂層（Ｃ２）が、（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ１）／（Ｃ２）の順で積層された共押出
多層フィルムであって、前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）の融点が前記低密度ポリ
エチレン（ａ１）の融点より低く、かつ前記共押出多層フィルム全体の厚さに対する、前
記シール樹脂層（Ａ）と前記樹脂層（Ｂ）との合計の厚さの比率が４０～７０％であるこ
とを特徴とする共押出多層フィルム。
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【請求項３】
前記低密度ポリエチレン（ａ１）の融点と、前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）の融
点との差が５℃以上である請求項１又は２記載の共押出多層フィルム。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項記載の共押出多層フィルムからなるシーラントフィルムを有
することを特徴とするラミネートフィルム。
【請求項５】
ポリエチレン系樹脂を含有するヒートシール面を有する包材と、請求項４記載のラミネー
トフィルムとがヒートシールされてなる包装材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品、薬品、医療器具、工業部品、雑貨、雑誌等を包装する包装材料で、詳
しくはポリエチレン系容器や紙の表面がポリエチレン樹脂で被覆された紙や紙容器、滅菌
紙、ポリエチレン系樹脂からなる繊維単独、あるいはポリエチレン系樹脂からなる繊維と
紙パルプ等の他の材料とを混抄した微多孔フィルム、不織布等からなる包材の蓋材又はト
ップ材に用いる共押出多層フィルムであって、かつ容易に手で開封可能なヒートシール強
度を有する共押出多層フィルム、並びに該フィルムを用いたラミネートフィルム及び包装
材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ポリエチレン系容器や紙の表面がポリエチレン樹脂で被覆されている紙や紙容器
、滅菌紙、ポリエチレン系樹脂からなる繊維単独、あるいはポリエチレン系樹脂からなる
繊維と紙パルプ等の他の材料とを混抄した微多孔フィルム、不織布等からなる包材の蓋材
又はトップ材には、ポリエチレンを主成分とするフィルムが用いられていた。また、法律
によって封緘強度が規定されている乳製品用途の表面がポリエチレン樹脂で被覆されてい
る紙容器の場合には、ホットメルト樹脂を使用した蓋材が用いられ、滅菌紙には十分なヒ
ートシール強度となるようなヒートシール材をコ－ティングしたフィルムが用いられてい
た。このように、従来は用途や商品群に応じて、それに適合するフィルムを選択し、蓋材
あるいはトップ材として用いる必要があった。
【０００３】
　しかし、用途や商品群に応じて、それに適合する蓋材あるいはトップ材として用いるフ
ィルムが異なると、多くの種類のフィルムを用意しておく必要があり問題があり、需要者
から蓋材あるいはトップ材に用いるフィルムの統一化、単一化が強く望まれていた。
【０００４】
　また近年、廃棄物処理の観点から乳製品、ゼリー、デザート類、即席麺等の容器を中心
に、ポリエチレン樹脂で被覆された紙容器の採用が活発化している。この紙容器用の蓋材
としては、そのシーラントにホットメルト樹脂が用いられることが多いが、開封強度が強
いため開封しにくかったり、開封時に紙容器内面のポリエチレン樹脂と蓋材のホットメル
ト樹脂との間で破壊が起こらずに紙とポリエチレン樹脂との間で破壊が起こり、紙剥けを
生じたりする問題があった。
【０００５】
　上記の問題を解決するものとして、低密度ポリエチレン及びポリブテン－１からなるシ
ール層とポリエチレン系樹脂からなる基材層とを積層した易開封性複合フィルムが提案さ
れている（例えば、特許文献１参照。）。しかしながら、この複合フィルムでは開封性は
良好であるが、開封時に糸ひき、膜のこり等の現象があり剥離外観が悪い問題があった。
【０００６】
　さらに、この剥離外観を改善したものとして、低密度ポリエチレン、ポリブテン－１及
びエチレン－αオレフィン共重合ゴムからなるシール層とポリエチレン系樹脂からなる基
材層とを積層した易開封性複合フィルムが提案されている（例えば、特許文献２参照。）
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。しかしながら、この複合フィルムでは、シール層にエチレン－αオレフィン共重合ゴム
含有するため、透明性が低下する問題、ゴム成分による滑り性の悪化やフィルム同士のブ
ロッキングを改善するためにスリップ剤やアンチブロッキング剤等を大量に添加する必要
性がある問題等があった。
【特許文献１】特開平１０－３３７８２９号公報
【特許文献２】特開平１１－５８６４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、ポリエチレン系容器や紙の表面がポリエチレン樹脂で被覆されている
紙や紙容器、滅菌紙、ポリエチレン系樹脂からなる繊維単独、あるいはポリエチレン系樹
脂からなる繊維と紙パルプ等の他の材料とを混抄した微多孔フィルム、不織布等からなる
幅広い種類のポリエチレン系包材（ポリエチレン系樹脂を含有するヒートシール面を有す
るもの）の蓋材又はトップ材に問題なく使用することができ、かつ容易に手で開封可能な
ヒートシール強度を有し、剥離外観に優れた共押出多層フィルム、並びに該フィルムを用
いたラミネートフィルム及び包装材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、鋭意研究した結果、低密度ポリエチレン（ａ１）及びポリブテン－１系樹
脂（ａ２）を一定の比率で含有するシール樹脂層（Ａ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ
１）及びポリブテン－１系樹脂（ｂ２）を一定の比率で含有する樹脂層（Ｂ）、及び中密
度ポリエチレン（ｃ１）からなる樹脂層（Ｃ）が、（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）の順で積層し
て３層の樹脂層を有する共押出多層フィルムで、前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）
の融点が前記低密度ポリエチレン（ａ１）の融点より低く、かつ前記共押出多層フィルム
全体の厚さに対する、前記シール樹脂層（Ａ）と前記樹脂層（Ｂ）との合計の厚さの比率
が４０～７０％である共押出多層フィルム、又は前記樹脂層（Ｃ）を、ポリエチレン系樹
脂を主成分とする樹脂層（Ｃ１）と中密度ポリエチレン（ｃ１）からなる樹脂層（Ｃ２）
の２層として４層の樹脂層を有する共押出多層フィルムは、ポリエチレン系包装材（ポリ
エチレン系樹脂を含有するヒートシール面を有するもの）の蓋材又はトップ材のシーラン
トフィルムとして用いた場合、易開封性及び剥離外観に優れることを見出し、本発明を完
成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明の第一の形態は、低密度ポリエチレン（ａ１）７０～９０質量％及び
ポリブテン－１系樹脂（ａ２）３０～１０質量％を含有するシール樹脂層（Ａ）、直鎖状
低密度ポリエチレン（ｂ１）８０～９５％質量％及びポリブテン－１系樹脂（ｂ２）２０
～５質量％を含有する樹脂層（Ｂ）、及び中密度ポリエチレン（ｃ１）からなる樹脂層（
Ｃ）が、（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）の順で積層された共押出多層フィルムであって、前記直
鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）の融点が前記低密度ポリエチレン（ａ１）の融点より低
く、かつ前記共押出多層フィルム全体の厚さに対する、前記シール樹脂層（Ａ）と前記樹
脂層（Ｂ）との合計の厚さの比率が４０～７０％であることを特徴とする共押出多層フィ
ルムである。
【００１０】
　また、本発明の第二の形態は、低密度ポリエチレン（ａ１）７０～９０質量％及びポリ
ブテン－１系樹脂（ａ２）３０～１０質量％を含有するシール樹脂層（Ａ）、直鎖状低密
度ポリエチレン（ｂ１）８０～９５％質量％及びポリブテン－１系樹脂（ｂ２）２０～５
質量％を含有する樹脂層（Ｂ）、ポリエチレン系樹脂を主成分とする樹脂層（Ｃ１）、及
び中密度ポリエチレン（ｃ１）からなる樹脂層（Ｃ２）が、（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ１）／
（Ｃ２）の順で積層された共押出多層フィルムであって、前記直鎖状低密度ポリエチレン
（ｂ１）の融点が前記低密度ポリエチレン（ａ１）の融点より低く、かつ前記共押出多層
フィルム全体の厚さに対する、前記シール樹脂層（Ａ）と前記樹脂層（Ｂ）との合計の厚
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さの比率が４０～７０％であることを特徴とする共押出多層フィルムである。
【００１１】
　さらに、本発明は、上記２種の形態の共押出多層フィルムを用いたラミネートフィルム
及び包装材を提供するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の共押出多層フィルムは、ポリエチレン系容器や紙の表面がポリエチレン樹脂で
被覆されている紙や紙容器、滅菌紙、ポリエチレン系樹脂からなる繊維単独、あるいはポ
リエチレン系樹脂からなる繊維と紙パルプ等の他の材料とを混抄した微多孔フィルム、不
織布等からなる幅広い種類のポリエチレン系包材（ポリエチレン系樹脂を含有するヒート
シール面を有するもの）の蓋材又はトップ材のシーラントフィルムとして用いることがで
き、かつ手で容易に開封可能なヒートシール強度を有し、剥離外観に優れることから、食
品、薬品、医療器具、工業部品、雑貨、雑誌等を包装するポリエチレン系包材に有用であ
る。また、本発明の共押出多層フィルムは、シール樹脂層にゴム成分を配合しなくても剥
離外観に優れるため、ゴム成分の配合によって生じるフィルムの滑り性の不良やフィルム
同士のブロッキングを改善するために、スリップ剤やアンチブロッキング剤等の添加剤を
大量に添加する必要がなく、このような添加剤の添加は、無添加あるいは最低限の添加で
よい。したがって、低分子量のゴム成分、添加剤等が経時的にフィルム表面からブリード
することがないため、添加剤等のブリードを嫌う食品、医療器具の包装材には非常に好適
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の共押出多層フィルムは、シール樹脂層（Ａ）、樹脂層（Ｂ）及び樹脂層（Ｃ）
を（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）の順で３層積層したもの、又はシール樹脂層（Ａ）、樹脂層（
Ｂ）、樹脂層（Ｃ１）及び樹脂層（Ｃ２）を（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ１）／（Ｃ２）の順で
４層積層したものである。
【００１４】
　前記シール樹脂層（Ａ）に用いる低密度ポリエチレン（ａ１）は、高圧ラジカル重合法
で得られる分岐状低密度ポリエチレンであれば良く、高圧ラジカル重合法によりエチレン
を単独重合した分岐状低密度ポリエチレンが好ましい。
【００１５】
　前記低密度ポリエチレン（ａ１）の密度は０．９００～０．９３５ｇ／ｃｍ３が好まし
く、０．９１５～０．９３０ｇ／ｃｍ３がより好ましい。また、融点は１００～１２５℃
が好ましく、１０５～１１５℃がより好ましい。密度と融点がこの範囲であれば、適度な
剛性を有し、耐ピンホール性等の機械強度も優れ、フィルム成膜性、押出適性が向上する
。
【００１６】
　さらに、前記低密度ポリエチレンのメルトフローレイト（ＪＩＳ　Ｋ７２１０に準拠し
て、１９０℃、２１．１８Ｎで測定した値；以下、「ＭＦＲ」という。）は１～５０ｇ／
１０分が好ましく、３～４５ｇ／１０分がより好ましく、５～４０ｇ／１０分がさらに好
ましい。ＭＦＲがこの範囲であれば、押出成形性が向上するので好ましい。
【００１７】
　前記シール樹脂層（Ａ）に用いるポリブテン－１系樹脂（ａ２）としては、ブテン－１
単量体の単独重合体、ブテン－１単量体を主成分としたエチレン－ポリブテン－１共重合
体又はプロピレン－ポリブテン－１共重合体等が挙げられる。ポリブテン－１系樹脂（ａ
２）中のブテン－１単量体の含有量としては、６０～１００モル％が好ましく、７０～１
００モル％がより好ましい。また、ポリブテン－１系樹脂（ａ２）の融点は８０～１３５
℃が好ましく、１０５～１３０℃がより好ましく更に１１０～１２５℃が好ましい。融点
がこの範囲であれば、フィルム同士のブロッキングが防止でき、低温ヒートシール性に優
れる。
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【００１８】
　また、前記ポリブテン－１系樹脂（ａ２）の密度は０．８９～０．９３ｇ／ｃｍ３が好
ましく、０．９０～０．９２ｇ／ｃｍ３がより好ましい。密度がこの範囲であれば、適度
な剛性を有し、ブロッキングも少なく、耐ピンホール性等の機械強度も優れ、フィルム成
膜性、押出適性が向上する。また、前記ポリブテン－１系樹脂（ａ２）のＭＦＲ（１９０
℃、２１．１８Ｎ）は、０．１～５０ｇ／１０分が好ましく、１～４５ｇ／１０分がより
好ましい。ＭＦＲがこの範囲であれば、フィルムの押出成形性が向上する。
【００１９】
　前記シール樹脂層（Ａ）中の前記低密度ポリエチレン系樹脂（ａ１）と、前記ポリブテ
ン－１系樹脂（ａ２）との含有比率は、質量基準で（ａ１）：（ａ２）＝７０：３０～９
０：１０であるが、（ａ１）：（ａ２）＝７５：２５～９０：１０がより好ましい。各樹
脂の含有比率がこの範囲であれば、透明性が向上し、適度なヒートシール強度となるため
、易開封性を付与することができ好ましい。
【００２０】
　前記樹脂層（Ｂ）に用いる直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）としては、シングルサイ
ト触媒を用いた低圧ラジカル重合法により、エチレン単量体を主成分として、これにコモ
ノマーとしてブテン－１、ヘキセン－１、オクテン－１、４－メチルペンテン等のα－オ
レフィンを共重合したものである。直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）中のコモノマー含
有量としては、０．５～１０モル％が好ましく、１～７モル％がより好ましい。なお、コ
モノマーとしてヘキセン－１、オクテン－１を用いた場合、透明性、耐衝撃性等が向上す
るので好ましい。
【００２１】
　前記シングルサイト触媒としては、周期律表第ＩＶ又はＶ族遷移金属のメタロセン化合
物と、有機アルミニウム化合物及び／又はイオン性化合物の組合せ等のメタロセン触媒系
などの公知のシングルサイト触媒が挙げられる。また、シングルサイト触媒は活性点が均
一であるため、活性点が不均一なマルチサイト触媒と比較して、得られる樹脂の分子量分
布がシャープになるため、フィルムに成膜した際に低分子量成分の析出が少なく、シール
強度の安定性や耐ブロッキング適性に優れた物性の樹脂が得られるので好ましい。
【００２２】
　前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）の密度は０．９００～０．９３５ｇ／ｃｍ３が
好ましく、０．９０５～０．９２０ｇ／ｃｍ３がより好ましい。密度がこの範囲であれば
、適度な剛性を有し、耐ピンホール性等の機械強度も優れ、フィルム成膜性、押出適性が
向上する。また、融点は９５～１２０℃が好ましく、１００～１１５℃がより好ましい。
融点がこの範囲であれば、加工安定性やポリブテン－１系樹脂との混練精度が向上する。
また、前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）のＭＦＲ（１９０℃、２１．１８Ｎ）は２
～２０ｇ／１０分が好ましく、３～１０ｇ／１０分がより好ましい。ＭＦＲがこの範囲で
あれば、フィルムの押出成形性が向上する。
【００２３】
　さらに、前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）の融点は、前記低密度ポリエチレン（
ａ１）の融点より低いことが必要である。この両者の融点の差は、大きいほど好ましく、
具体的には５℃以上が好ましく、１０℃以上がより好ましく、１５℃以上がさらに好まし
い。また、直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）がとり得る融点の幅、低密度ポリエチレン
（ａ１）のとり得る融点の幅から、この両者の融点の差は、最大３０℃程度となる。通常
とり得るこの融点の差を設けることで、本発明の共押出多層フィルムとポリエチレン樹脂
被覆紙容器、滅菌紙等の包材とをヒートシールする際に、包材のヒートシール面とシール
樹脂層（Ａ）とが熱融着する温度では、すでに樹脂層（Ｂ）は十分溶融しているため、包
材のヒートシール面に凹凸がある場合でも、それに追従して確実なヒートシールが可能で
、少ない熱量でも安定したヒートシールが可能となる。したがって、本発明の共押出多層
フィルムは、ポリエチレン樹脂被覆紙容器のフランジ部の重ね合わせ部分や滅菌紙の局所
的に厚さが厚い部分のような凹凸がある場合でも、包装スピードが速い場合でも適用する
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ことが可能となる。
【００２４】
　前記樹脂層（Ｂ）に用いるポリブテン－１系樹脂（ｂ２）は、前記シール樹脂層（Ａ）
で用いたポリブテン－１系樹脂（ａ２）と同じものを用いることができるが、ポリブテン
－１系樹脂であれば、前記シール樹脂層（Ａ）で用いたポリブテン－１系樹脂（ａ２）と
同一でなくても構わない。
【００２５】
　前記樹脂層（Ｂ）中の前記直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）と、前記ポリブテン－１
系樹脂（ｂ２）との含有比率は、質量基準で（ｂ１）：（ｂ２）＝８０：２０～９５：５
であるが、（ｂ１）：（ｂ２）＝７５：２５～９０：１０がより好ましい。各樹脂の含有
比率がこの範囲であれば、透明性が向上し、適度なヒートシール強度となるため、易開封
性を付与することができ好ましい。
【００２６】
　本発明の共押出多層フィルムが３層構成の場合、樹脂層（Ｃ）に用いる中密度ポリエチ
レン（ｃ１）は、低圧ラジカル重合法で得られる分岐が短く少ないポリエチレンである。
この中密度ポリエチレン（ｃ１）の密度は０．９２０～０．９４５ｇ／ｃｍ３が好ましく
、０．９２５～０．９４０ｇ／ｃｍ３がより好ましい。また、密度がこの範囲内となる高
密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンとをメルトブレンド又はドライブレンドしたもの
を中密度ポリエチレン（ｃ１）として用いてもよい。さらに、中密度ポリエチレン（ｃ１
）の融点は１１０～１３５℃が好ましく、１１５～１３０℃がより好ましい。融点と密度
がこの範囲であれば、適度な剛性を有し、ヒートシールの際に樹脂溶融時の流れ出しが抑
制され、フィルムシール耐ピンホール性等の機械強度も優れ、フィルム成膜性、押出適性
、ラミネート時の二次加工適性が向上する。
【００２７】
　また、前記中密度ポリエチレン（ｃ１）のＭＦＲ（１９０℃、２１．１８Ｎ）は０．１
～３０ｇ／１０分が好ましく、０．３～２５．０ｇ／１０分がより好ましく、０．８～２
０．０ｇ／１０分がさらに好ましい。ＭＦＲがこの範囲であれば、押出成形性が向上する
。
【００２８】
　一方、本発明の共押出多層フィルムが４層構成の場合、前記樹脂層（Ｃ）が樹脂層（Ｃ
１）及び樹脂層（Ｃ２）の２層となる。この際の樹脂層（Ｃ１）は、ポリエチレン系樹脂
を主成分としたものであるが、このポリエチレン系樹脂としては、低密度ポリエチレン、
直鎖状低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、エチレン－α－
オレフィン共重合体等が挙げられる。また、これらのポリエチレン系樹脂以外の樹脂とし
ては、ポリブテン－１系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリ
アミド系樹脂、エチレンビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）、等が挙げられる。また
、前記ポリエチレン系樹脂及びその他の樹脂は、各々１種類で用いても、２種類以上を併
用しても構わない。なお、前記樹脂層（Ｃ１）中のポリエチレン系樹脂の含有比率は５０
～１００質量％が好ましく、７５～１００質量％がより好ましく、８５～１００質量％が
さらに好ましい。さらに、前記樹脂層（Ｃ１）用の樹脂として、本発明の共押出多層フィ
ルムを製造する際のフィルム端部のトリミングによって発生するフィルムの端部を回収し
て再利用することもできる。
【００２９】
　前記樹脂層（Ｃ２）に用いる中密度ポリエチレン（ｃ１）は、前記樹脂層（Ｃ）に用い
る中密度ポリエチレン（ｃ１）と同じものである。
【００３０】
　上記の各樹脂の融点は、示差走査熱量計（ＤＳＣ）を用いて測定することができる。融
点測定に用いる示差走査熱量計装置としては、例えば、セイコー電子工業株式会社製「Ｄ
ＳＣ２００」を用いることができる。
【００３１】



(7) JP 4702245 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

　本発明の共押出多層フィルムにおいて、フィルム全体の厚さに対する、前記シール樹脂
層（Ａ）と前記樹脂層（Ｂ）との合計の厚さの比率は４０～７０％である。この比率が４
０％未満であると、本発明の共押出多層フィルムをポリエチレン樹脂で被覆された紙容器
の蓋材として用いる場合、ヒートシールする際にフランジ部の重ね合わせ部分の段差を埋
めることが困難になる上、蓋材を開封する際に紙容器に被覆されたポリエチレン樹脂と紙
との間で剥離を生じる紙剥けが発生する。また、滅菌紙とヒートシールする場合には、滅
菌紙自体の厚さのむらが大きいため、ヒートシール強度が安定しない等の問題があり、ヒ
ートシール後開封する際には、ヒートシール部分から開封できずに滅菌紙の厚さが薄い部
分で破れたり、滅菌紙内の剥離により紙粉が発生したりする問題を生じる。特に、無菌手
術室等で使用される医療器具用包装に用いる場合、紙剥け等による紙粉の発生が汚染源と
なる問題がある。一方、前記比率が７０％を超えると、フィルムの剛性が極端に低くなる
上、フィルムの滑り性が低下したりするため、成膜時及びラミネート等の二次加工時の加
工適性が低下する問題がある。
【００３２】
　本発明の共押出多層フィルムの前記シール樹脂層（Ａ）、樹脂層（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｃ
１）、又は（Ｃ２）には、必要に応じて、防曇剤、帯電防止剤、熱安定剤、造核剤、酸化
防止剤、滑剤、アンチブロッキング剤、離型剤、紫外線吸収剤、着色剤等の成分を本発明
の目的を損なわない範囲で添加することができる。特に、フィルム成形時の加工適性、充
填機に供する際の包装適性を付与するため、シール樹脂層（Ａ）、及び樹脂層（Ｃ）又樹
脂層（Ｃ２）の表面の摩擦係数を１．５以下、中でも１．２以下にすることが好ましいの
で、これらの樹脂層には、滑剤やアンチブロッキング剤を適宜添加することが好ましい。
【００３３】
　本発明の共押出多層フィルムの製造方法としては、特に限定されないが、例えば、下記
の方法により製造できる。
【００３４】
［３層構成の共押出多層フィルムの製造方法］
　シール樹脂層（Ａ）に用いる低密度ポリエチレン（ａ１）及びブテン－１系樹脂（ａ２
）と、樹脂層（Ｂ）に用いる直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）及びブテン－１系樹脂（
ｂ２）と、樹脂層（Ｃ）に用いる中密度ポリエチレン（ｃ１）とを、それぞれ別の押出機
で加熱溶融させ、共押出多層ダイス法やフィードブロック法等の方法により溶融状態で（
Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）の順で積層した後、インフレーションやＴダイ・チルロール法等に
よりフィルム状に成形する共押出法により、３層構成の共押出多層フィルムの製造が製造
可能である。この共押出法は、各層の厚さの比率を比較的自由に調整することが可能で、
衛生性に優れ、コストパフォーマンスにも優れた多層フィルムが得られるので好ましい。
【００３５】
［４層構成の共押出多層フィルムの製造方法］
　シール樹脂層（Ａ）に用いる低密度ポリエチレン（ａ１）及びブテン－１系樹脂（ａ２
）と、樹脂層（Ｂ）に用いる直鎖状低密度ポリエチレン（ｂ１）及びブテン－１系樹脂（
ｂ２）と、樹脂層（Ｃ１）に用いるポリエチレン系樹脂を主成分とした樹脂と、中密度ポ
リエチレン（ｃ１）とを、それぞれ別の押出機で加熱溶融させ、共押出多層ダイス法やフ
ィードブロック法等の方法により溶融状態で（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ１）／（Ｃ２）の順で
積層した後、３層構成の共押出多層フィルムと同様にインフレーションやＴダイ・チルロ
ール法等によりフィルム状に成形する共押出法により、４層構成の共押出多層フィルムの
製造が製造可能である。
【００３６】
　本発明の共押出多層フィルムをラミネートフィルム用シーラントフィルムとして用いる
ことができる。本発明の共押出多層フィルムをラミネートフィルム用シーラントフィルム
とした場合、シール樹脂層（Ａ）はシール層となり、樹脂層（Ｃ）又は樹脂層（Ｃ２）は
、基材との接着面のラミネート層となる。
【００３７】
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　前記ラミネートフィルムの製造方法としては、本発明の共押出多層フィルムの樹脂層（
Ｃ）又は樹脂層（Ｃ２）上に接着性樹脂や接着剤を介して基材をラミネートする方法が挙
げられる。基材をラミネートする際の接着方法としては、ドライラミネーション、ウェッ
トラミネーション、ノンソルベントラミネーション、押出ラミネーション等の方法が挙げ
られる。前記ドライラミネーションで用いる接着剤としては、例えば、ポリエーテル－ポ
リウレタン系接着剤、ポリエステル－ポリウレタン系接着剤等が挙げられる。
【００３８】
　ラミネートフィルムに用いる基材としては、シール性や包装適性を損なわなないもので
あれば特に制限はないが、例えば、二軸延伸ポリエステル（ＰＥＴ）、二軸延伸ポリプロ
ピレン（ＯＰＰ）、エチレンビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）を中心層とした共押
出二軸延伸ポリプロピレン、二軸延伸エチレンビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）、
ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）をコートした共押出二軸延伸ポリプロピレン、二軸延伸
ナイロン、アルミニウム箔等が挙げられる。
【００３９】
　さらに、印刷インキとの接着性、ラミネート適性を向上させるため、前記樹脂層（Ｃ）
又は樹脂層（Ｃ２）に表面処理を施すことが好ましい。このような表面処理としては、例
えば、コロナ処理、プラズマ処理、クロム酸処理、火炎処理、熱風処理、オゾン・紫外線
処理等の表面酸化処理、あるいはサンドブラスト等の表面凹凸処理を挙げることができる
が、好ましくはコロナ処理である。
【００４０】
　上記の本発明の共押出多層フィルムをシーラントフィルムとしたラミネートフィルムを
包装用蓋材又はトップ材として用いることができる。また、この蓋材又はトップ材をヒー
トシールすることによって密封される包材としては、ポリエチレン系容器や紙の表面がポ
リエチレン樹脂で被覆された紙や紙容器、滅菌紙、ポリエチレン系樹脂からなる繊維単独
、あるいはポリエチレン系樹脂からなる繊維と紙パルプ等の他の材料とを混抄した微多孔
フィルム、不織布等が挙げられる。これらの包材は、ポリエチレン系樹脂を含有するヒー
トシール面を有するため、本発明の共押出多層フィルムを好適に用いることができる。
【００４１】
　前記の滅菌紙には、ポリエチレン系樹脂からなる繊維単独、あるいはポリエチレン系樹
脂からなる繊維と紙パルプ等の他の材料とを混抄した微多孔フィルム（例えば、王子特殊
紙株式会社製「メディカ」）、高密度ポリエチレンからなる繊維布（例えば、旭・デュポ
ン　フラッシュスパン　プロダクツ株式会社製「タイベック」）、不織布等がある。
【００４２】
　本発明の包装材は、上記のポリエチレン系樹脂を含有するヒートシール面を有する包材
と本発明の共押出多層フィルムをシーラントフィルムとしたラミネートフィルムとをヒー
トシールして内容物を包装するものである。
【００４３】
　前記包装材を電子線、γ線、エチレンオキサイド（ＥＯＧ）、オートクレーブ処理等の
殺菌処理を施しても良い。
【実施例】
【００４４】
　次に、実施例及び比較例を挙げて本発明をより詳しく説明する。なお、実施例及び比較
例で用いた各樹脂の融点は、以下の測定方法によって測定した。
【００４５】
（各樹脂の融点の測定）
　各樹脂の試料を約３ｍｇ秤量し、それを示差走査熱量計装置（セイコー電子工業株式会
社製「ＤＳＣ２００」）にセットし、２００℃まで昇温し、２００℃で３分間保持した後
、１０℃／分の降温速度で３０℃まで冷却した。次いで、３０℃で３分間保持した後、１
０℃／分の昇温速度で再び２００℃まで昇温してＤＳＣ曲線を得た。得られたＤＳＣ曲線
の融解ピークを樹脂の融点とした。なお、複数の融解ピークが存在する場合は、１番大き
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い融解ピークを樹脂の融点とした。
【００４６】
（実施例１）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、低密度ポリエチレン（宇部丸善ポリエチレン株式会
社製「ＵＢＥポリエチレン　Ｆ５２２」、密度：０．９２５ｇ／ｃｍ３、融点１１５℃、
ＭＦＲ：５ｇ／１０分（１９０℃、２１．１８Ｎ）；以下、「ＬＤＰＥ」という。）８０
質量部及びポリブテン－１系樹脂（ＢＡＳＥＬＬ社製「８２４０」、密度：０．９１ｇ／
ｃｍ３、ＭＦＲ：２ｇ／１０分（１９０℃、２１．１８Ｎ）；以下、「ＰＢ」という。）
２０質量部の混合樹脂に、エルカ酸アミド（滑剤）の濃度が５００ｐｐｍ、天然シリカ（
アンチブロッキング剤）の濃度が３０００ｐｐｍとなる比率で添加した樹脂組成物を用い
、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、直鎖状低密度密度ポリエチレン（宇部丸善ポリエチレン株
式会社製「ＵＢＥポリエチレン　０５４０」、密度：０．９０５ｇ／ｃｍ３、融点１００
℃、ＭＦＲ：４ｇ／１０分（１９０℃、２１．１８Ｎ）；以下、「ＬＬＤＰＥ」という。
）８５質量部及びＰＢ１５質量部の混合樹脂を用い、樹脂層（Ｃ）用樹脂として、中密度
ポリエチレン（東ソー株式会社製「ＬＷ０１」、密度：０．９３３ｇ／ｃｍ３、融点１２
８℃、ＭＦＲ：８ｇ／１０分（１９０℃、２１．１８Ｎ）；以下、「ＭＤＰＥ」という。
）を用いた。
【００４７】
　これらの樹脂をそれぞれ、シール樹脂層（Ａ）用押出機（口径４０ｍｍ）、樹脂層（Ｂ
）用押出機（口径４０ｍｍ）及び樹脂層（Ｃ）用押出機（口径５０ｍｍ）に供給して２０
０～２３０℃で溶融した後、フィードブロックを有するＴダイ・チルロール法の共押出多
層フィルム製造装置（フィードブロック及びＴダイ温度：２５０℃）にそれぞれ供給して
共溶融押出を行って、フィルムの層構成が（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）の３層構成で、各層の
厚さが１０μｍ／５μｍ／１５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００４８】
（実施例２）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ９０質量部及びＰＢ１０質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ８０質量部及びＰＢ２０質量部の混合樹
脂を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（
Ｃ）＝１０μｍ／１０μｍ／１０μｍ（合計３０μｍ）となるように共押出多層フィルム
を作製し、共押出多層フィルムを得た。
【００４９】
（実施例３）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ７０質量部及びＰＢ３０質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ９５質量部及びＰＢ５質量部の混合樹脂
を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ
）＝８μｍ／４μｍ／１８μｍ（合計３０μｍ）となるように共押出多層フィルムを作製
し、共押出多層フィルムを得た。
【００５０】
（実施例４）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ８０質量部及びＰＢ２０質量部の混合樹脂
に、エルカ酸アミド（滑剤）の濃度が５００ｐｐｍ、天然シリカ（アンチブロッキング剤
）の濃度が３０００ｐｐｍとなる比率で添加した樹脂組成物を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂
として、ＬＬＤＰＥ８５質量部及びＰＢ１５質量部の混合樹脂を用いた。また、樹脂層（
Ｃ）については樹脂層（Ｃ１）及び（Ｃ２）の２層構成とし、樹脂層（Ｃ１）として、Ｍ
ＤＰＥ８４質量部、ＬＤＰＥ８質量部、ＬＬＤＰＥ５質量部及びＰＢ３質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｃ２）として、ＭＤＰＥを用いた。
【００５１】
　これらの樹脂をそれぞれ、シール樹脂層（Ａ）用押出機（口径４０ｍｍ）、樹脂層（Ｂ
）用押出機（口径４０ｍｍ）、樹脂層（Ｃ１）用押出機（口径５０ｍｍ）及び樹脂層（Ｃ



(10) JP 4702245 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

２）用押出機（口径５０ｍｍ）に供給して２００～２３０℃で溶融した後、フィードブロ
ックを有するＴダイ・チルロール法の共押出多層フィルム製造装置（フィードブロック及
びＴダイ温度：２５０℃）にそれぞれ供給して共溶融押出を行って、フィルムの層構成が
（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ１）／（Ｃ２）の４層構成で、各層の厚さが１０μｍ／５μｍ／１
０μｍ／５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５２】
（比較例１）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ９０質量部及びＰＢ１０質量部の混合樹脂
に、エルカ酸アミド（滑剤）の濃度が５００ｐｐｍ、天然シリカ（アンチブロッキング剤
）の濃度が３０００ｐｐｍとなる比率で添加した樹脂組成物を用い、樹脂層（Ｃ）用樹脂
として、ＭＤＰＥを用いた。これらの樹脂をそれぞれ、シール樹脂層（Ａ）用押出機（口
径４０ｍｍ）及び樹脂層（Ｃ）用押出機（口径５０ｍｍ）に供給して２００～２３０℃で
溶融した後、フィードブロックを有するＴダイ・チルロール法の共押出多層フィルム製造
装置（フィードブロック及びＴダイ温度：２５０℃）にそれぞれ供給して共溶融押出を行
って、フィルムの層構成が（Ａ）／（Ｃ）の２層構成で、各層の厚さが１０μｍ／２０μ
ｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５３】
（比較例２）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ９０質量部及びＰＢ１０質量部の混合樹
脂を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＤＰＥ９０質量部及びＰＢ１０質量部の混合樹
脂を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（
Ｃ）＝１０μｍ／５μｍ／１５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５４】
（比較例３）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ８０質量部及びＰＢ２０質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ７０質量部及びＰＢ３０質量部の混合樹
脂を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（
Ｃ）＝１０μｍ／５μｍ／１５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５５】
（比較例４）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ８０質量部及びＰＢ２０質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ９７質量部及びＰＢ３質量部の混合樹脂
を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ
）＝１０μｍ／５μｍ／１５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５６】
（比較例５）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ６０質量部及びＰＢ４０質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ８５質量部及びＰＢ１５質量部の混合樹
脂を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（
Ｃ）＝１０μｍ／５μｍ／１５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５７】
（比較例６）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ９５質量部及びＰＢ５質量部の混合樹脂を
用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ８５質量部及びＰＢ１５質量部の混合樹脂
を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ
）＝１０μｍ／５μｍ／１５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５８】
（比較例７）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ９０質量部及びＰＢ１０質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ８５質量部及びＰＢ１５質量部の混合樹
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脂を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（
Ｃ）＝５μｍ／５μｍ／２０μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００５９】
（比較例８）
　シール樹脂層（Ａ）用樹脂として、ＬＤＰＥ９０質量部及びＰＢ１０質量部の混合樹脂
を用い、樹脂層（Ｂ）用樹脂として、ＬＬＤＰＥ８５質量部及びＰＢ１５質量部の混合樹
脂を用いた以外は実施例１と同様の方法で、フィルムの各層の厚さが（Ａ）／（Ｂ）／（
Ｃ）＝１０μｍ／１５μｍ／５μｍ（合計３０μｍ）である共押出多層フィルムを得た。
【００６０】
（ラミネートフィルムの作製）
　上記の実施例及び比較例で得られた共押出多層フィルムの樹脂層（Ｃ）又は（Ｃ２）の
表面に二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（厚さ１２μｍ）をドラ
イラミネーションで貼り合わせて、ラミネートフィルムを得た。この際、ドライラミネー
ション用接着剤としては、大日本インキ化学工業株式会社製の２液硬化型接着剤（ポリエ
ステル系接着剤「ＬＸ６３Ｆ」及び硬化剤「ＫＰ９０」）を使用した。
【００６１】
（ラミネート加工適性の評価）
　上記で作製したラミネートフィルムを２０ｃｍ×２０ｃｍの大きさに切り出し、４０℃
、湿度６０％の恒温恒湿器に１日保管後のカールの度合いを確認し、下記の基準でラミネ
ート加工適性を評価した。
　○：フィルムがカールして完全に丸まっていない。
　×：フィルムがカールして完全に丸まっている。
【００６２】
（紙容器でのヒートシール強度の測定）
　上記で得られたラミネートフィルムを蓋材として、シール樹脂層（Ａ）の面を、ポリエ
チレン樹脂で被覆された紙からなる外径７０ｍｍ、深さ５０ｍｍ、幅５ｍｍのフランジ部
を有する丸カップ紙容器のフランジ部に、シール温度１４０℃、シール圧力０．２ＭＰａ
、シール時間１秒の条件でヒートシールした。次いで、ヒートシールしたフィルムを２３
℃で自然冷却後、１５ｍｍ幅の短冊状に切り出して試験片とし、この試験片を２３℃、５
０％ＲＨの恒温室において引張試験機（株式会社エー・アンド・ディー製）を用いて、３
００ｍｍ／分の速度で９０°剥離を行い、ヒートシール強度を測定した。
【００６３】
（紙容器でのヒートシール性の評価）
　上記で測定したヒートシール強度の結果から、下記の基準で紙容器でのヒートシール性
を評価した。
　○：ヒートシール強度が５～２０Ｎ／１５ｍｍのもの。
　×：ヒートシール強度が５Ｎ／１５ｍｍ未満又は２０Ｎ／１５ｍｍを超えるもの。
【００６４】
（紙容器での開封性の評価）
　上記のヒートシール強度の測定時に作製した丸カップ紙容器のフランジ部に上記で得ら
れたラミネートフィルムからなる蓋材をヒートシールしたものと同じものを用いて、蓋材
を手で開封し、開封した際の開封感を確認し、下記の基準で紙容器での開封性を評価した
。
　○：蓋材の剥離に要する力が一定で、円滑な剥離が容易である。
　×：蓋材の剥離に要する力が一定せず、剥離に円滑さを欠く。
【００６５】
（紙容器での剥離外観の評価）
　上記の開封性の評価で、蓋材を開封した後の丸カップ紙容器のフランジ部及びシール部
の外観を目視で観察し、剥離外観の評価として下記の基準で、膜残り・糸引き及び紙剥け
を評価した。
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【００６６】
（紙容器での膜残り・糸引きの評価）
　○：膜残り、糸引きがすべてないもの。
　×：膜残り、糸引きの少なくとも一つがあるもの。
【００６７】
（紙容器での紙剥けの評価）
　○：紙剥けがないもの。
　×：紙剥けがあるもの。
【００６８】
（紙容器での密封性の評価）
　上記のヒートシール強度の測定時に作製した丸カップ紙容器のフランジ部に上記で得ら
れたラミネートフィルムからなる蓋材をヒートシールしたものと同じものを用いて、容器
の底にノズルを差し込み、空気を送り込んで内圧をかけ、シールテスター（株式会社サン
科学製）にて蓋材が破裂した際の破裂強度を測定した。得られた破裂強度から、下記の基
準で密封性を評価した。
　○：破裂強度が２０ＫＰａ以上のもの。
　×：破裂強度が２０ＫＰａ未満のもの。
【００６９】
（滅菌紙でのヒートシール強度の測定）
　上記で得られたラミネートフィルムのシール面とノンコートタイプの滅菌紙（旭・デュ
ポン　フラッシュスパン　プロダクツ株式会社製「タイベック１０５９Ｂ」）のシール面
とを重ね合わせ、ヒートシール温度１４０℃、シール圧力０．２ＭＰａ、シール時間０．
７秒の条件でヒートシールした。次いで、ヒートシールしたフィルムを２３℃で自然冷却
後、１５ｍｍ幅の短冊状に切り出して試験片とし、この試験片を２３℃、５０％ＲＨの恒
温室において引張試験機（株式会社エー・アンド・ディー製）を用いて、３００ｍｍ／分
の速度で９０°剥離を行い、ヒートシール強度を測定した。
【００７０】
（滅菌紙でのヒートシール性の評価）
　上記で測定したヒートシール強度の結果から、下記の基準で紙容器でのヒートシール性
を評価した。
　○：ヒートシール強度が３～９Ｎ／１５ｍｍのもの。
　×：ヒートシール強度が３Ｎ／１５ｍｍ未満又は９Ｎ／１５ｍｍを超えるもの。
【００７１】
（滅菌紙での開封性の評価）
　上記のヒートシール強度の測定時に作製した上記で得られたラミネートフィルムと滅菌
紙とをヒートシールしたものと同じものを用いて、ラミネートフィルムと滅菌紙とを手で
開封し、開封した際の開封感を確認し、下記の基準で紙容器での開封性を評価した。
　○：蓋材の剥離に要する力が一定で、円滑な剥離が容易である。
　×：蓋材の剥離に要する力が一定せず、剥離に円滑さを欠く。
【００７２】
（滅菌紙での剥離外観の評価）
　上記の開封性の評価で、ラミネートフィルムと滅菌紙とを開封した後のラミネートフィ
ルム及び滅菌紙のシール部の外観を目視で観察し、剥離外観の評価として下記の基準で、
膜残り・糸引き及び紙剥けを評価した。
【００７３】
（滅菌紙での膜残り・糸引きの評価）
　○：膜残り、糸引きがすべてないもの。
　×：膜残り、糸引きの少なくとも一つあるもの。
【００７４】
（滅菌紙での紙剥けの評価）
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　○：紙剥けがないもの。
　×：紙剥けがあるもの。
【００７５】
　上記で得られた結果を表１及び２に示す。
【００７６】
【表１】

【００７７】
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【表２】

【００７８】
　表１に示した実施例１～４の評価結果より、下記のことが分かった。
【００７９】
　実施例１～４の本発明の共押出多層フィルムをラミネートフィルム用シーラントフィル
ムとして用いた場合、ラミネート後のカールが少なく、ラミネート加工適性に優れること
が分かった。また、本発明の共押出多層フィルムを用いたラミネートフィルムは、紙容器
又は滅菌紙とヒートシールした際に、適度なヒートシール強度を有しており良好なヒート
シール性を持ち、スムーズな開封が可能で開封性も安定し、開封後のシール部に膜のこり
や糸引き、紙剥けもなく剥離外観に優れることが分かった。さらに、本発明の共押出多層
フィルムを用いたラミネートフィルムを紙容器の蓋材として用いた場合、十分な密封性を
有することも分かった。
【００８０】
　表２に示した比較例１～８の評価結果より、下記のことが分かった。
【００８１】
　比較例１は、樹脂層（Ｂ）を設けなかった共押出多層フィルムの例であるが、紙容器、
滅菌紙ともに、開封後に膜のこりや糸引きがあり、剥離外観が損なわれていた。また、滅
菌紙でのシール強度が強すぎるため、紙剥けが生じる問題があった。さらに、紙容器の蓋
材に用いた場合の密封性も不十分であった。
【００８２】
　比較例２は、シール樹脂層（Ａ）で低密度ポリエチレンではなく、直鎖状低密度ポリエ



(15) JP 4702245 B2 2011.6.15

10

20

30

チレンを用い、樹脂層（Ｂ）で直鎖状低密度ポリエチレンではなく、低密度ポリエチレン
を用いた共押出多層フィルムの例であるが、紙容器、滅菌紙ともに、開封後に膜のこりや
糸引きがあり、剥離外観が損なわれていた。また、滅菌紙でのシール強度が強すぎるため
、開封時に紙剥けが生じる問題があった。
【００８３】
　比較例３は、樹脂層（Ｂ）の直鎖状低密度ポリエチレンの含有比率を８０質量％未満と
した共押出多層フィルムの例であるが、紙容器、滅菌紙ともに、開封後に膜のこりや糸引
きがあり、剥離外観が損なわれていた。
【００８４】
　比較例４は、樹脂層（Ｂ）の直鎖状低密度ポリエチレンの含有比率を９５質量％を超え
る比率とした共押出多層フィルムの例であるが、紙容器、滅菌紙ともに、開封後に膜のこ
りや糸引きがあり、剥離外観が損なわれていた。また、滅菌紙に用いた場合に、開封時に
紙剥けが生じる問題があった。
【００８５】
　比較例５は、シール樹脂層（Ａ）の低密度ポリエチレンの含有比率を７０質量％未満と
した共押出多層フィルムの例であるが、紙容器、滅菌紙ともに、ヒートシール強度が不十
分で、ヒートシール性に問題があった。
【００８６】
　比較例６は、シール樹脂層（Ａ）の低密度ポリエチレンの含有比率を９０質量％を超え
る比率とした共押出多層フィルムの例であるが、紙容器、滅菌紙ともに、ヒートシール強
度が高過ぎ、開封性に問題があった。また、滅菌紙に用いた場合に、開封時に紙剥けを生
じる問題があった。
【００８７】
　比較例７は、全フィルムの厚さに対するシール樹脂層（Ａ）と樹脂層（Ｂ）との合計の
厚さの比率を４０％未満とした共押出多層フィルムの例であるが、紙容器の蓋材に用いた
場合の密封性も不十分であった。また、滅菌紙の厚みむらにフィルムが追従できず、シー
ル強度が安定せず開封時に紙剥けを生じる問題があった。
【００８８】
　比較例８は、全フィルムの厚さに対するシール樹脂層（Ａ）と樹脂層（Ｂ）との合計の
厚さの比率を７０％を超える比率とした共押出多層フィルムの例であるが、フィルムの剛
性が低く、基材とのラミネート後のカールが大きく、ラミネート加工適性が不十分であっ
た。
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