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統一試験方法 

 

メディカルパッケージング移行プロジェクト（MPTP）には、バージニア州リッチモンド工

場およびルクセンブルク工場で生産されたタイベック®1073Bおよび 1059Bが含まれる。本

プロジェクトの一環として、双方の品質管理ラボにおける整合性が含まれている。 

本文書では統一試験方法とサンプリングプランについて説明する。 

 

目付（坪量） 

シートの単位面積当たり重量の測定単位。一般にg/m2で表される。例えば、デュポン™ 

タイベック® 1073Bの目付は、74.6g/m2である。参照標準試験:ASTM D3776（サンプル寸法

を変更）。 

 

層間剥離強度 

素材内部の結合レベルの測定単位。層間剥離は素材の最弱点で生じるが、 

タイベック® の最弱点は中間付近にある。測定をするために2.54cm幅のサンプルに裂け目

を入れ、ここから層を引き剥がし、引き剥がし続けるために必要な力の平均を引張試験機

を使って測定する。結果はN/2.54cmで表される。医療用タイベック®は、タイベック® の中

でも極めて結合力の高い品番である。この特性は、医療用パッケージの製造管理にとって

極めて重要である。参照標準試験:ASTM D2724（速度とサンプル幅を変更）。 

 

破断伸度 

素材が破壊される限界までの伸び率の測定単位。サンプルの長さに対する％で表す。した

がって、ある素材の254mmのサンプルが伸度20％であるとしたら、破壊直前の伸びは

50.8mmとなる。伸度は25.4mmのサンプルで測定し、クリップの間隔を127mmに設定した

引張り試験機にサンプルをはさみ、破断するまで引っ張る。参照標準試験: EN ISO 1924-2

（速度、サンプル幅、およびゲージ長を変更）。 

 

耐水圧 

サンプルを通して表面から3滴の水をしたたらせるのに必要な圧力の測定単位。圧力を水

柱の高さで表す。単位はmmH2Oで表される。この特性は、素材の親水力の影響を受ける。

医療用タイベック® の表面エネルギーは32ダイン/cmから25ダイン/cmである。参照標準試

験: AATCC TM 127（利用率：60 cm H2O/min）。 

 

バクテリアバリア性 

多孔性の素材が持っているバクテリア芽胞の侵入を防ぐ能力を示す測定単位。ASTM 

F1608はその標準試験の一つで、気流により強制的に素材へエアロゾルを浸透させ、芽胞



を除去する素材の「ろ過」効率を測定する。 

 

完全に不透性のコントロールサンプル（バクテリアの透過率ゼロ）を100万個または106コ

ロニー形成単位（cfu）のバクテリアにばく露する。このとき、106の対数値log10は6であ

る。コントロールサンプルと同じ方法で試験サンプルにバクテリア芽胞を透過させ、10 

cfu（log10 10=1）が透過したとすると、対数減少値（LRV）は5（6–1=5）である。したが

って、LRVが大きいほどパッケージはバクテリアや微生物に対する抵抗性が高いことを示

す。 

タイベック® 1073BのLRVは>5であり、市販の医療用多孔性包装材料として最もバクテリア

バリア性に優れた素材となっている。 

 

ASTM F1608には難点が2つある。1つ目はこの試験方法では相当高い流量を必要とするこ

とである。通常の流通過程で、実際にこのような空気の流量を医療用パッケージが受ける

可能性はない。2つ目は、試験素材にいくつ芽胞が侵入したかを数えるために、芽胞の培

養に時間がかかることである。 

 

ASTM F2638ではこれら両方の問題が解決されている。この試験は即時試験であり、芽胞

を培養する必要がない。素材に侵入した不活性粒子を数えることでバリア性能を測定す

る。さらに重要なことは、輸送時の実際の空気の流量に近い流量が選択されているため、

１つ目の難点も解消される。この方法では流量を変化させるため浸透曲線が生じる。この

浸透曲線には、試験対象となるほとんどの素材に最大値が存在する。したがって、ある素

材の浸透の限界を示す% pMaxを得ることができる。限界流量は、素材の質量や繊維の直径

および密度によって異なる。 

 

透湿度（MVTR） 

サンプルを通り抜ける蒸気量の測定単位。試験は、蒸留水を入れたカップ上に置かれたサ

ンプルを湿度を管理したチャンバー内に置いて実施され、一定時間後の重量変化を測定す

る。単位はg/m2/24 hrで表される。透湿度の測定器を製作する会社はいくつかある。透湿度

試験の結果は、用いた試験方法と素材の種類により大きく異なることに注意する必要があ

る。試験方法により異なる重要な要素としては、圧力勾配、液体とシートサンプルとの間

の空間の体積、温度、サンプル上の気流の速度、試験手順がある。したがってこの結果

は、異なるメーカー同士だけでなく、異なる試験機械同士でも比較することはできない。

参照標準試験: TAPPI T523（試験条件: 温度23˚C[73˚F]、相対湿度 85%）。 

 

破裂強度 

素材全体に均一に与えられた力に対する抵抗力を示す測定単位。サンプルを穴のあいたス



タンドにはさみ、最も弱い場所からサンプルが破裂するまでの抵抗力を測定する。破裂す

るまでに加わった圧力（kPa）を記録する。 

デュポン™タイベック®はどんな方向に沿って計測してもほぼ同じ値が得られるため、軽量

素材としては極めて高い破裂強度を示す。破裂強度は素材の目付、繊維の結合レベルに比

例し、破断伸度にもやや比例する。破裂強度は、これら3つの特性の値が高くなると増

す。この特性は、圧力が変化してパッケージがふくらむ、重いものが蓋をした容器の上に

乗るなど比較的に広い範囲に圧力が加わるといった場合におけるパッケージの性能を示し

ている。参照標準試験：ISO 2758。 

 

不透明度 

素材の不透明さを示す測定単位。背景が白および黒のサンプルを通過する反射光の比率で

表される。いずれの背景からの反射光も同じであれば不透明度は100％となる。サンプル

のない白い背景は光を100％反射する。黒の背景は反射率がゼロとなる。 

不透明度はタイベック® の目付と繊維の結合（熱圧着）レベルにより異なる。参照標準試

験: ISO 2471（異なる背景基準、面積、照明に変更）。 

 

透気度 

決められた圧力差の下で素材を通過する空気の流量を示す測定単位。2つの方法があり、

アメリカではガーレー透気度、ヨーロッパと他の大多数の国ではベンドステン透気度が使

われている。ガーレー透気度では、1.22 kPaの圧力差（約127mmの高さの水圧）で6.45cm2

のサンプルに100ccの空気を通すためにかかる時間を計測する。ベンドステン法では、

1.5kPaの圧力差（152.4mmの高さの水圧）で10cm2のサンプルを通る空気の実際の流量を

mL/minで計測する。 

 

デュポン社では、単位時間内に単位圧力差の下で単位面積を通る平均空気流量を計測する

（単位はμm/Pa・sで表される）。この値からガーレー透気度とベンドステン透気度の値を

それぞれ計算によって求める。 

 

ガス滅菌において、十分な量の滅菌ガスが短時間でパッケージに行き渡り、続いて残留滅

菌ガスのフラッシングとエアレーションが効率的に行われるためには、透気度が重要な意

味を持っている。また透気度が高ければ、パッケージは滅菌、輸送、保管環境により圧力

が変化したとしても、すぐに均衡状態に戻る。ガンマ線照射後に内容物が臭気を発生させ

たとしても、多孔性の素材は臭気を逃すことができるので、パッケージを開いたときには

臭気は残らない。参照標準試験:ガーレー透気度: TAPPI T460）、ベンドステン透気度: ISO 

5636-3。 

 



スペンサー突刺強度 

医療施設でプラスチックフィルムやパッケージ素材が実際に受ける状況にほぼ近い条件で

衝撃抵抗性を測定する方法。この特性は、パッケージの上に何かが落ちてきたり、内容物

が蓋に当たったりした場合の性能を示している。デュポンではASTM D 3420の手順Bを用

いて測定を行ったが、振り子につける半球型プローブを直径14.3mm、重さ6,400gに変更し

た。タイベック®は標準的なプローブでは貫通できないため、プローブの変更は必要であ

る。測定結果はJ/m2で記載し、プローブが変更されていることを明確にする。全く同一の

方法で試験しない限り、測定値を他の材料の結果と比較することはできないかもしれな

い。参照標準試験:ASTM D3420（プローブを14.3mmに変更）。 

 

引裂強度 

素材の一部に力が加えられた場合、引裂きに耐える力を測定する。エレメンドルフ引裂強

度は、最初につけた切れ目から引裂きが始まるために必要な力を測定する。単位はニュー

トン。蓋の端に切れ目が入るとクリーンなピーリング性に影響を及ぼす可能性があるた

め、この特性は重要な意味を持つ。タイベック® の引裂強度は医療用滅菌紙を大幅に上回

っている。参照標準試験: ASTMD1424。 

 

引張強度 

シート面に対する負荷に素材が耐える力を測定する。単位はN/2.54cmで表される。引張強

度は伸度と同様に素材が破壊されるまでに吸収されるエネルギー量で決まる。引張強度は

製品から25.4mmのサンプルを切り取り、それをクランプの間隔127mmで引張試験機に固定

し、サンプルが破壊されるまで両端に力を加える。参照標準試験: EN ISO 1924-2（速度、

サンプル幅、およびゲージ長さを変更）。 

 

 

厚み 

素材の上下間の距離の測定値。測定単位は通常マイクロメートルまたはミリメートル。厚

みの測定には、固くて平らな面に素材を置き、その底面に並行に置いた押さえを使って上

の面までの距離を測定する。押さえは通常円形で、押さえにかける圧力は測定する素材に

よって異なる。タイベック®に対しては、圧力は50kPa、底面は2cm2で試験を行う。押さえ

で覆われた範囲内の最も高い位置で測る。押さえの面積が広ければ、シートの最も高い場

所を選べる可能性も高くなる。そのため、押さえの面積が減少するにつれて、シートの厚

みの平均値は低くなる。厚みの標準偏差は約25μmである。参照標準試験: EN ISO 534（表

面積2cm2、圧力50kPa）。 

 

 



材料特性の測定に用いた試験方法  

 

特性 バージニア州リッチモンド

およびルクセンブルクで準

拠している標準試験方法 

標準試験方法との相違点 

目付（坪量） ASTM D3776 サンプルの寸法を変更 

層間剥離強度 ASTM D2724 速度とサンプル幅を変更 

ガーレー通気度 TAPPI T460 ― 

不透明度 ISO 2471 異なる背景基準、面積、照明

に変更 

厚み（測定箇所当たり） EN ISO 534 表面積 2cm2、圧力 50 kPa 

引張強度、破断伸度 EN ISO 1924-2 速度、サンプル幅、およびゲ

ージ長を変更 

エレメンドルフ引裂強度 ASTM D1424 ― 

耐水圧 AATCC TM 127 利用率：60 cm H2O/min 

破裂強度 ISO 2758 ― 

ベンドステン透気度 ISO 5636-3 ― 

スペンサー突刺強度 ASTM D3420 直径 14.3mm のプローブに

変更 

透湿度（MVTR） TAPPI T523 試験条件：73℉（23℃）、相対

湿度 85% 

  



統一サプリングプラン 

 

メディカルパッケージング移行プロジェクト（MPTP）には、バージニア州リッチモンド工

場およびルクセンブルク工場で生産されたタイベック®1073B および 1059B が含まれてい

る。本プロジェクトの一環として、双方の品質管理ラボにおける整合性が含まれている。 

本文書では統一試験方法とサンプリングプランについて説明する。 

 

仕様特性 

デュポン™タイベック®の製造工程では、ISO 9001の手順、GMPと品質管理手法に厳格に

したがうことが要求されます。デュポンは医療用タイベック®の製造に、統計的工程管理

を用いて3つの仕様特性―目付（坪量）、層間剥離強度（内部結合強度）、ガーレー透気

度―を管理しています。これらの特性は公称値で管理され、その範囲内で生産されていま

す。 

 

仕様特性は公称値、最小値と最大値として報告され、最小値と最大値は製品出荷時の範囲

を表します。仕様特性は定期的に（また必要に応じて）、工程能力、市場の要求および製

品の性能履歴に基づいて見直されます。仕様特性はシート全体からランダムに採取したサ

ンプルを用いて算出したロール当たりの平均値です。以下は、仕様特性の通常のサンプル

抽出計画の説明です。生産開始、 

タイベック®の生産品番の移行、あるいはなんらかの異常な状況が発生した場合は、追加

的なサンプル抽出が必要となることがあります。 

 

仕様特性試験のためのサンプル抽出 

目付、層間剥離強度、およびガーレー透気度の測定は、ラボで行われます。目付のモニタ

リングは製造ラインでも継続的に行っています。 

 

ラボ用のサンプルは、8時間の製造シフト毎に通常１回か2回、フル巾（約3m）から抽出し

ます。目付、層間剥離強度、ガーレー透気度のラボでの測定は、フル巾でほぼ等間隔に12

箇所で行い、その合計から「ロールの平均値」を求め仕様特性と比較します。注意すべき

点として、ラボでの目付の測定は、製造工程が安定しているときは、8時間のシフト毎に

必ず1、2回行うわけではなく、より少ない頻度で測定する場合もあります。しかし、少な

くとも1日に1回は実施します。ラボでは適時に装置の校正や測定管理試験などを行い、適

正な実験手順管理によりデータを収集しています。ラボのデータは最長10年間保存されま

す。 

 

その他の特性 



デュポンはタイベック® の特長である、バランスのとれた優れた特性を証明するために、

物理特性、力学特性、バリア性など、仕様特性以外の特性も公表しています。これらの特

性は、タイベック®を他の包装材料と比較するときに有益な情報となるでしょう。 

 

その他の特性のためのサンプル抽出計画 

その他の特性値はロール当たりの平均値に基づく標準値で、サンプルは仕様特性に準じた

箇所と頻度で、シート全体から抽出されています。その他の特性は製造工程で管理されて

いないため、通常生産のバラツキにより若干変化することがあります。 

 

その他の特性は、フル巾のロール（約3m）から採取したサンプルを使ってラボで測定され

ます。ラボでの測定値は、フル巾からほぼ等間隔に6～12箇所の「ロールの平均値」で

す。厚みは例外で、2.54cmおきにおよそ112箇所のデータポイントを測定した上で、それら

の値を他のロールのデータと合わせて平均値を算出します。 

 

バクテリアバリア性と透湿度（MVTR）の測定はロール毎には行いませんが、ほぼ1年に1

回測定しています。 

 

ラボのデータは決められた手順とガイドラインにしたがって算出されますが、その中には

測定装置の校正など、適正実験基準も含まれます。ラボのデータは最長10年間保存されま

す。 

 

デュポンは、お客様のご要望にお応えし、また製造の管理と効率を改善するために、必要

に応じて工程の見直しを行い、試験結果を修正する権利を保有します。 

 

デュポン™タイベック®メディカルパッケージング移行プロジェクト（MPTP）の 

詳しい情報についてお知りになりたい方は、弊社ウェブサイト、www.transition.tyvek.com

および www.areyouready.comをご覧ください。 

 

旭デュポンのホームページはこちらをご覧ください。 

http://www.tyvek.co.jp/medical/p01.php 

 

本資料に含まれる情報（「本情報」）は、デュポンが信頼できると考える技術データに基

づいています。本資料は、新たな知識や経験が得られた場合には改訂されます。デュポン

は本情報に関して結果を保証することはなく、義務または責任を負うことも一切ありませ

ん。本資料は、自身の判断と責任において具体的な最終用途の条件に基づく評価を行うこ

とのできる専門技術を持つ人が利用することを想定しています。そのため、利用条件は当

http://www.transition.tyvek.com/
http://www.transition.tyvek.com/


社の関知するところではありません。当社は制約のない保証を含め、いかなる保証も明示

もしくは暗示せず、特定の用途に関する商品性もしくは適合性を保証せず、本情報のいか

なる利用に関しても責任を負いません。本資料は、素材やその利用方法の責任を負うデュ

ポンまたはその他の機関の特許もしくは技術情報に基づく活動を許可すること、あるいは

それらの侵害を勧めることを意図していません。 

 

Copyright©2015DuPont. All rights reserved.デュポンオーバルマーク、DuPont™、デュポン

™、Tyvek®、タイベック® およびTyvek®2FS™は、米国デュポン社の商標あるいは登録商

標 

です。（06/17） 

 

 

 

 

 

 

 

 


