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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエステルを含むスキン層、
　少なくとも５０重量％のスチレン含量を有するスチレン系ブロックコポリマーを含むベ
ース層、並びに
　スキン層とベース層の間の、スキン層およびベース層の少なくとも１つに直接隣接する
中間層｛該中間層は、
　　（ｉ）アルファ－オレフィン／環式オレフィンコポリマーから選択される１種以上の
ポリマー、並びに
　　（ｉｉ）エチレン／不飽和エステルコポリマーおよび、最大で５０重量％のスチレン
含量を有するスチレン系ブロックコポリマーから選択される１種以上のポリマー
を含む｝を備え、
　１００℃において、少なくとも１０％の、少なくとも一方向における自由収縮を有する
、
フィルム。
【請求項２】
　中間層が、スキン層に直接隣接している、請求項１に記載のフィルム。
【請求項３】
　中間層が、ベース層に直接隣接している、請求項１に記載のフィルム。
【請求項４】
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　中間層が、スキン層およびベース層の両方に直接隣接している、請求項１に記載のフィ
ルム。
【請求項５】
　ベース層のスチレン系ブロックコポリマーが、スチレン／ブタジエンコポリマーからな
る、請求項１に記載のフィルム。
【請求項６】
　ベース層のスチレン系ブロックコポリマーが、不飽和カルボン酸無水物により変性され
たスチレン／ブタジエンコポリマーからなる、請求項１に記載のフィルム。
【請求項７】
　ベース層が、ベース層の重量基準で少なくとも５０％の、スチレン系ブロックコポリマ
ーを含む、請求項１に記載のフィルム。
【請求項８】
　ベース層が、ベース層の重量基準で０．５％～３０％の、少なくとも９０重量％のスチ
レン含量を有するポリスチレンをさらに含む、請求項１に記載のフィルム。
【請求項９】
　スキン層が、グリコール変性ポリエステルを含む、請求項１に記載のフィルム。
【請求項１０】
　スキン層が、スキン層の重量基準で少なくとも８０％の、グリコール変性ポリエステル
を含む、請求項１に記載のフィルム。
【請求項１１】
　中間層が、中間層の重量基準で０．５％～２０％の、アルファ－オレフィン／環式オレ
フィンコポリマーを含む、請求項１に記載のフィルム。
【請求項１２】
　中間層が、エチレン／酢酸ビニルコポリマーおよび不飽和カルボン酸無水物変性エチレ
ン／酢酸ビニルコポリマーから選択されるポリマーを、中間層の重量で少なくとも６０％
含む、請求項１に記載のフィルム。
【請求項１３】
　中間層が、最大で５０重量％のスチレン含量を有するスチレン系ブロックコポリマーお
よび、最大で５０重量％のスチレン含量を有する不飽和カルボン酸無水物変性スチレン系
ブロックコポリマーから選択されたポリマーを、中間層の重量で少なくとも６０％含む、
請求項１に記載のフィルム。
【請求項１４】
　中間層が、エチレン／Ｃ１－Ｃ１２（メタ）アクリル酸アルキルコポリマーおよび不飽
和カルボン酸無水物変性エチレン／Ｃ１－Ｃ１２（メタ）アクリル酸アルキルコポリマー
から選択されたポリマーを、中間層の重量で少なくとも６０％含む、請求項１に記載のフ
ィルム。
【請求項１５】
　請求項１に記載のフィルムを含む収縮スリーブ。
【請求項１６】
　容器にラベルを付す方法であって、
　請求項１５に記載の収縮スリーブを容器の周りに置くステップ、および
　収縮スリーブを収縮させて、容器に収縮スリーブをぴったり密着させるステップ
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、収縮（シュリンク）スリーブの製造のために有用な収縮フィルムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　収縮スリーブの収縮特性は、例えば、蒸気型収縮トンネルまたは熱風型収縮トンネル内
で収縮スリーブを加熱することにより活性化され得る。収縮スリーブフィルムは、いずれ
の型の収縮トンネルを使用しても、有利に十分機能する。蒸気型収縮トンネルは、より高
い伝熱速度をもたらし、したがってより高い処理量速度が可能である。しかし、蒸気型収
縮トンネルの湿気の多い環境が、いくつかの収縮フィルムの層間剥離の一因となる恐れが
ある。層間接着強度を向上させるため、結合層（ｔｉｅ　ｌａｙｅｒ）を使用することが
できる。しかし、多くの結合層ポリマーは、意に反してフィルムのヤング率（剛性）低下
の一因となる恐れがある。
【発明の概要】
【０００３】
（要旨）
　本発明の実施形態の１つ以上が、１つ以上の前述の問題を取り扱う。一実施形態におい
て、フィルムはスキン層、ベース層および、スキン層とベース層の間の中間層を備えてい
る。このスキン層はポリエステルを含む。このベース層は、少なくとも約５０重量％のス
チレンモノマー含量を有するスチレン系ブロックコポリマーを含む。この中間層は、（ｉ
）アルファ－オレフィン／環式オレフィンコポリマーおよびアルファ－オレフィン／ビニ
ル芳香族コポリマーから選択される１種以上のポリマー、ならびに（ｉｉ）エチレン／不
飽和エステルコポリマーおよび、最大で約５０重量％のスチレンモノマー含量を有するス
チレン系ブロックコポリマーから選択される１種以上のポリマーを含む。このフィルムは
、１００℃において、少なくとも約１０％の、少なくとも一方向における自由収縮を有す
る。
【０００４】
　本発明は、本発明の詳細な説明、および図面を参照することによって、より容易に理解
され、評価される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】容器を取り巻く本発明のフィルムの一実施形態を備えている収縮スリーブの代表
的な透視図を示す図である。
【図２】容器の周りに収縮して、収縮ラベル付き容器をもたらした図１の収縮スリーブの
代表的な透視図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　収縮スリーブ用途において有用なフィルムは、１つ以上の次の層：スキン層、ベース層
および中間層を含むことができる。これらの層を以下において考察する。
【０００７】
　本フィルムは、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の、１、１．６、１
．８、２、２．２、３、４、５、７、９、１０および１５ミルのいずれかの、合計厚さを
有することができる。
【０００８】
　本フィルムは、少なくとも、および／または最大で次の層数：２、３、４、５、６、７
、８、９、１０、１１、１３および１５のいずれかの層数を有することができる。本明細
書において使用する用語「層」は、実質的にフィルムと共伸長性であり、また実質的に均
質な組成を有する不連続なフィルム成分を指す。２つ以上の直接隣接する層が実質的に同
一の組成を有する場合、これらの２つ以上の隣接層は、この用途の目的向けには単一層と
みなしてよい。
【０００９】
　本フィルムは、最大でおよそ、および／または少なくともおよそ次の、１．２、１．１
５、１．１、１．０５および１．０グラム／立方センチメートルのいずれかの密度（２３
℃における）を有することができる。フィルムの密度はＡＳＴＭ　Ｄ７９２により測定さ
れる。
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【００１０】
　下記は、いくつかの組合せの例であり、その中でアルファベット記号はフィルム層を示
す。下記の多層フィルム表示が２回以上同一文字を含む場合、それぞれのその文字の出現
は、同一の組成物、または同様な機能を発揮する種類内にある異なった組成物を表すこと
ができる。
【００１１】
　Ａ／Ｃ／Ｂ、Ａ／Ｃ／Ｂ／Ａ、Ａ／Ｃ／Ｂ／Ｃ／Ａ、Ａ／Ｃ／Ｄ／Ｂ、Ａ／Ｄ／Ｃ／Ｂ
、Ａ／Ｃ／Ｂ／Ｄ、Ａ／Ｃ／Ｄ／Ｃ／Ｂ、Ａ／Ｄ／Ｂ／Ｃ／Ａ、Ａ／Ｃ／Ｂ／Ｄ／Ａ、Ａ
／Ｃ／Ｄ／Ｂ、Ａ／Ｃ／Ｄ／Ｂ／Ｃ／Ａ、Ａ／Ｃ／Ｄ／Ｂ／Ｄ／Ｃ／Ａ、Ａ／Ｃ／Ｂ／Ｂ
／Ａ、Ａ／Ｃ／Ｂ／Ｂ／Ｃ／Ａ、Ａ／Ｃ／Ｂ／Ｄ／Ｂ／Ｃ／Ａ、
　「Ａ」は、本明細書において考察されているスキン層を表し、
　「Ｂ」は、本明細書において考察されているベース層を表し、
　「Ｃ」は、本明細書において考察されている中間層（例えば、結合層）を表し、
　「Ｄ」は、バルク層などの、このフィルムの１つ以上の他の層を表す。
【００１２】
　本フィルムは、任意の層において（例えばベース層において）、再循環されたフィルム
材料を含むことができる。例えば、このフィルムは、再循環されたフィルム材料を、再循
環されたフィルム材料を含む層の少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の量
：５、１０、１５、２０、２５および３０重量％のいずれかとして含むことができる。
【００１３】
　スキン層
　本フィルムは、フィルムの外部表面を形成する少なくとも１層のスキン層を含むことが
できる。スキン層は、フィルムの「外層（ｏｕｔｅｒ　ｌａｙｅｒ）」、すなわちフィル
ムの他の層に直接接着しているのは一方の側面だけである層である。多層フィルムでは本
来、そのフィルムの２つの外層が存在する。「外側層（ｏｕｔｓｉｄｅ　ｌａｙｅｒ）」
はフィルムの１つの外層であり、そのフィルムを備えているラベルまたは包装から、外側
に面している、もしくは外側に面することを意図している。フィルムの「内側層（ｉｎｓ
ｉｄｅ　ｌａｙｅｒ）」はそのフィルムの１つの外層であり、そのフィルムを備えている
ラベルの内側に面している、もしくは面することを意図している（すなわちそのラベルを
付している商品の方を向いている）、またはそのフィルムを備えている包装の内側に面し
ている、もしくは面することを意図している（すなわち包装の内部空間の方を向いている
）。
【００１４】
　第１のスキン層のほかに、本フィルムは、フィルムの外層として第２のスキン層を備え
ることができる。第１および第２のスキン層の組成、厚さ、および他の特性は、スキン層
に関して以下に記述されているどれでもよい。第２のスキン層の任意の組成、厚さおよび
他の特性は、第１のスキン層の任意のそれらと実質的に同一とすることができ、または第
１のスキン層の任意のそれらと異なることができる。
【００１５】
　第１および／または第２のスキン層は、それぞれ少なくともおよそ、および／または最
大でおよそ次の、０．０５、０．１、０．１５、０．２、０．２５、０．５、１、２、３
、４および５ミルのいずれかの厚さを有することができる。フィルムの合計厚さの百分率
としてのスキン層の厚さは、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の、１、
３、５、７、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５および５０パーセントの
いずれかとすることができる。
【００１６】
　第１および／または第２のスキン層はそれぞれ、変性ポリエステル（例えば、グリコー
ル変性ポリエステルおよび酸変性ポリエステル）などの、本明細書において記述されてい
るいずれかのポリエステルなどの１種以上のポリエステルを含むことができる。あるスキ
ン層は、１種以上の以下に記述されているポリエステルのいずれか、または１種以上の任
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意の種類のポリエステルポリマーを、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次
の量：その層の４０、５０、６０、７０、８０、９０、９５および１００重量％のいずれ
かとして含むことができる。
【００１７】
　ポリエステル
　ポリエステルには、１）多官能性アルコールとの多官能性カルボン酸の縮合、２）ヒド
ロキシルカルボン酸の重縮合、および３）環状エステル（例えばラクトン）の重合によっ
て作られるポリマーが含まれる。
【００１８】
　例示的な多官能性カルボン酸（これには酸無水物などのそれらの誘導体またはメチルエ
ステルなどの単純エステルが含まれる。）には、芳香族ジカルボン酸および誘導体（例え
ば、テレフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸ジメチル、イソフタル酸ジメチル、ナフ
タレン－２，６－ジカルボン酸）ならびに脂肪族ジカルボン酸および誘導体（例えば、ア
ジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、シュウ酸、コハク酸、グルタル酸、ドデカン二酸
、１，４－シクロヘキサンジカルボン酸、ジメチル－１，４－シクロヘキサンジカルボン
酸エステル、アジピン酸ジメチル）が含まれる。代表的ジカルボン酸は、一般式：
　　　　　　ＨＯＯＣ－Ｚ－ＣＯＯＨ
（式中、Ｚは、炭素原子少なくとも２個を含有する二価脂肪族基を表す。）によって表さ
れ得る。代表的な例には、アジピン酸、セバシン酸、オクタデカン二酸、ピメリン酸、ス
ベリン酸、アゼライン酸、ドデカン二酸およびグルタル酸が含まれる。ジカルボン酸は、
脂肪族酸、またはイソフタル酸（「Ｉ」）およびテレフタル酸（「Ｔ」）などの芳香族酸
とすることができる。当業者に知られているように、ポリエステルは多官能性カルボン酸
の酸無水物およびエステルを使用して製造することができる。
【００１９】
　例示的な多官能性アルコールには、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、
１，３－プロパンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、１，４
－シクロヘキサンジメタノール、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール、１，６
－ヘキサンジオール、ポリ（テトラヒドロキシ－１，１’－ビフェニル、１，４－ヒドロ
キノン、ビスフェノールＡおよびシクロヘキサンジメタノール（「ＣＨＤＭ」）などの二
価アルコール（およびビスフェノール）が含まれる。
【００２０】
　例示的なヒドロキシカルボン酸およびラクトンには、４－ヒドロキシ安息香酸、６－ヒ
ドロキシ－２－ナフトエ酸、ピバロラクトンおよびカプロラクトンが含まれる。
【００２１】
　例示的なポリエステルは、ラクトン重合から由来することができ、これらには、例えば
ポリカプロラクトンおよびポリ乳酸が含まれる。
【００２２】
　ポリエステルは、変性ポリエステルを含むことができ、または変性ポリエステルとする
ことができる。例示的な変性ポリエステルには、グリコール変性ポリエステルおよび酸変
性ポリエステルが含まれる。変性ポリエステルは、結晶性を崩し、こうして得られたポリ
エステルをより非晶質にするために、２種以上の型のコモノマーによる重合によって作ら
れる。
【００２３】
　グリコール変性ポリエステルは、少なくとも２種の型の多官能性アルコールとの、少な
くとも１種の多官能性カルボン酸の縮合により由来するポリエステルである。例えば、グ
リコール変性ポリ（エチレンテレフタレート）または「ＰＥＴＧ」は、テレフタル酸を、
エチレングリコールおよびシクロヘキサンジメタノール（「ＣＨＤＭ」）と縮合させるこ
とにより作られ得る。有用なＰＥＴＧは、商標名Ｅａｓｔｅｒ　６７６３のもとにＥａｓ
ｔｍａｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手でき、約３４モル％のＣＨＤＭモノマー含量
、約１６モル％のエチレングリコールモノマー含量および約５０モル％のテレフタル酸モ
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ノマー含量を有すると思われる。他の有用なグリコール変性ポリエステルは、ＰＥＴＧ同
様に作られ得るが、テレフタル酸成分をテレフタル酸ジメチルで置き換えている。他の例
示的なグリコール変性ポリエステルは、Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商
標名Ｅｃｄｅｌ　９９６５のもとに入手でき、密度１．１３ｇ／ｃｃおよび融点１９５℃
を有し、またジメチル－１，４－シクロヘキサン－ジカルボキシレート、１，４－シクロ
ヘキサン－ジメタノールおよびポリ（テトラメチレンエーテルグリコール）から由来する
と思われる。
【００２４】
　例示的な酸変性ポリエステルは、少なくとも２種の型の多官能性カルボン酸との少なく
とも１種の多官能性アルコールの縮合によって作られ得る。例えば、上掲の少なくとも１
種の多官能性アルコールを、上掲の２種以上の多官能性カルボン酸（例えば、イソフタレ
ート酸、アジピン酸および／またはナフタレン－２，６－ジカルボン酸）と縮合させるこ
とができる。例示的な酸変性ポリエステルは、Ｉｎｖｉｓｔａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
から入手できるものなど、イソフタル酸約５モル％、テレフタル酸約４５モル％、および
エチレングリコール約５０モル％から得られるものとしてよい。
【００２５】
　ポリエステルは、ランダム重合したポリエステル、またはブロック重合したポリエステ
ルから選択することができる。
【００２６】
　ポリエステルは、上記において考察した１種以上の任意の成分から由来することができ
る。ポリエステルが、テレフタル酸から由来するマー（ｍｅｒ）単位を含む場合、ポリエ
ステルの二酸のこのようなマー含量（モル％）は、少なくともおよそ次の、７０、７５、
８０、８５、９０および９５％のいずれかとすることができる。
【００２７】
　ポリエステルは熱可塑性とすることができる。ポリエステルは実質的に非晶質とするこ
とができ、または部分的に結晶質（半結晶質）とすることができる。ポリエステルおよび
／またはスキン層は少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の重量百分率：５
、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０および５０％のいずれかの結晶化度を有す
ることができる。
【００２８】
　この結晶化度は、示差走査熱量測定法（「ＤＳＣ」）により行われる融解熱測定を用い
る熱分析方法によって間接的に測定することができる。本出願におけるポリマー、ポリマ
ー混合物、樹脂、フィルムまたは層について結晶化度百分率を参照する場合、他に指示さ
れない限り、全てＤＳＣ熱分析方法によるものである。ＤＳＣ熱分析方法は、ポリマー結
晶化度を推算するのに最も広く使用されている方法であると考えられ、したがって適正な
手順が当業者に知られている。例えば、「Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｉｔｙ　Ｄｅｔｅｒｍｉ
ｎａｔｉｏｎ」、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　
ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、第４巻、４８２－５２０頁（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　
＆　Ｓｏｎｓ、１９８６）（これについて４８２－５２０頁が、参照により本明細書に組
み込まれている。）を参照されたい。
【００２９】
　ＤＳＣ熱分析方法のもとで、重量分率結晶化度（すなわち、「結晶化度」または「Ｗｃ
」）はΔＨｆ／ΔＨ°ｆ，ｃと定義され、ここに「ΔＨｆ」は、試料についての測定され
た融解熱（すなわち、試料についての熱流　対　温度曲線下の面積）であり、「ΔＨ°ｆ
，ｃ」は、１００％結晶性試料の理論融解熱である。多数のポリマーについてのΔＨ°ｆ
，ｃ値は、外挿法により得られている；例えば上記において引用した参考文献「Ｃｒｙｓ
ｔａｌｌｉｎｉｔｙ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ」の４８７頁、表１を参照されたい。
ポリマーについてのΔＨ°ｆ，ｃは、当業者に知られ、または当業者により入手すること
ができる。あるポリマー材料試料についてのΔＨ°ｆ，ｃは、当業者に知られているよう
に、同一もしくは同様な種類のポリマー材料については、知られているΔＨ°ｆ，ｃに基
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づくことができる。例えば、ＥＶＡ材料の結晶化度を計算する場合、結晶を形成するのは
、ＥＶＡの酢酸ビニルペンダント部分よりもむしろ、ＥＶＡのポリエチレン主鎖であると
考えられるので、ポリエチレンについてのΔＨ°ｆ，ｃを使用してよい。また例として、
ポリマー材料のブレンドを含有する試料について、ブレンド内の別々の種類のポリマー材
料のそれぞれについて、適正なΔＨ°ｆ，ｃの重量平均を使用して、このブレンドについ
てのΔＨ°ｆ，ｃを推算してよい。
【００３０】
　ＤＳＣ測定は、ＤＳＣについての熱勾配１０℃／分を使用し行ってよい。ＤＳＣについ
ての試料の大きさは、５から２０ｍｇとしてよい。
【００３１】
　ベース層
　ベース層は、本フィルムの外層としてよく、またはベース層は、本フィルムの内層とし
てよい。「内（ｉｎｎｅｒ）」層は、フィルムの他の層に直接接着している両側面を有す
る層である。
【００３２】
　ベース層は、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の、０．０５、０．１
、０．１５、０．２、０．２５、０．５、１、２、３、４、５、８、１０および１５ミル
のいずれかの厚さを有することができる。本フィルムの合計厚さの百分率としてのベース
層の厚さは、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の、１０、１５、２０、
２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０および８０パーセントのいずれかとす
ることができる。
【００３３】
　ベース層は、（ｉ）スチレン系ブロックコポリマー（「ＳＢＣ」）、および場合によっ
て（ｉｉ）少なくとも約９０重量％のスチレンモノマー含量を有するポリスチレンを含む
ことができる。
【００３４】
　スチレン系ブロックコポリマー
　ベース層は、スチレン系ブロックコポリマー（「ＳＢＣ」）を含むことができる。本出
願において使用される「コポリマー」は、２種以上の型のモノマーから由来するポリマー
を意味し、ターポリマーなどを含む。スチレン系ブロックコポリマーには、（ｉ）スチレ
ン／共役ジエン／スチレンブロックコポリマー、例えば、スチレン／ブタジエン／スチレ
ンコポリマー（「ＳＢＳ」）およびスチレン／イソプレン／スチレンコポリマー（「ＳＩ
Ｓ」）、（ｉｉ）スチレン／エチレン－ブチレン／スチレンコポリマー（「ＳＥＢＳ」）
、（ｉｉｉ）スチレン／エチレン－プロピレン／スチレン（「ＳＥＰＳ」）、（ｉｖ）ス
チレン／エチレン－プロピレンコポリマー（「ＳＥＰ」）および（ｖ）不飽和カルボン酸
無水物で変性されたこれらのポリマーが含まれる。
【００３５】
　ベース層は、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の、５０、５５、６０
、６５、７０、７５、８０、８５および９０重量％のいずれかのスチレンモノマー含量を
有するＳＢＣを含むことができる。
【００３６】
　ＳＢＳは、ＳＢＳの重量基準で、最大でおよそ次の、３０、４０、５０、６０、６５、
６８、７０、７２、７５、８０、８５、８８および９０重量％のいずれか；また、少なく
ともおよそ次の、２７、３０、３５、５０、６０、６５、６８、７０、７２、７５、８０
および８５重量％のいずれかのブタジエンコモノマー含量を有することができる。ブタジ
エンコモノマー含量は、前述の値についての２つ以上の範囲の間の範囲、例えば、約６５
から約７５重量％および約３０から６５重量％とすることができる。
【００３７】
　ＳＩＳは、ＳＩＳの重量基準で、最大でおよそ次の、３０、４０、５０、６０、６５、
６８、７０、７２、７５、８０、８５、８８および９０重量％のいずれかの；また、少な
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くともおよそ次の、２７、３０、３５、５０、６０、６５、６８、７０、７２、７５、８
０および８５重量％のいずれかのイソプレンコモノマー含量を有することができる。イソ
プレンコモノマー含量は、前述の値の２つ以上の範囲の間の範囲、例えば、約６５から約
７５重量％および約３０から６５重量％とすることができる。
【００３８】
　ＳＢＣ（例えばＳＢＳ、ＳＩＳ）は、共役ジエン中間ブロック（例えばブタジエンもし
くはイソプレンコモノマー中間ブロック）などの実質的に不飽和なエラストマー質中間ブ
ロックを含むことができる。これらの型のＳＢＣは、商標名ＫＲＡＴＯＮ　ＤのもとにＫ
ｒａｔｏｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ社から入手できる。例えば、線状ＳＢＳは、商標名ＫＲＡ
ＴＯＮ　Ｄ２１０４のもとに入手できる（スチレン含量３２％）。ＳＩＳは、商標名ＨＹ
ＢＲＡＲのもとにＫｕｒａｒａｙ　Ｃｏｍｐａｎｙからも入手できる（例えば、ＨＹＢＲ
ＡＲ　７１２５Ｆ）。
【００３９】
　ＳＢＣ（例えばＳＥＢＳ、ＳＥＰＳ）は、実質的に飽和の中間ブロックを有することが
できる。これらの型のＳＢＣは、商標名ＫＲＡＴＯＮ　ＧのもとにＫｒａｔｏｎ　Ｐｏｌ
ｙｍｅｒｓ社から入手できる。ＳＥＰ、ＳＥＰＳおよびＳＥＢＳは、商標名ＳＥＰＴＯＮ
のもとにＫｕｒａｒａｙ　Ｃｏｍｐａｎｙからも入手できる。
【００４０】
　ＳＢＣ（例えばＳＥＢＳ、ＳＥＰＳ）は、本出願の「変性エチレン／不飽和エステルコ
ポリマー」節で考察しているように、変性（すなわち、無水マレイン酸をグラフトする）
することができる。変性ＳＢＣ（例えば変性ＳＥＢＳ、変性ＳＥＰＳ）は、商標名ＫＲＡ
ＴＯＮ　ＦＧのもとにＫｒａｔｏｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ社から入手できる。
【００４１】
　ベース層は、ベース層の重量基準で、少なくともおよそ次の、３０、３５、４０、４５
、５０、５５、６０、７０、７５、８０、８５、９０、９５、９８および１００重量％の
いずれかの；また、最大でおよそ次の、１００、９０、８０、７０、６０、５０、４５、
４０および３５重量％のいずれかの量でＳＢＣ（例えば、本明細書において考察している
いずれか１種以上のいずれかの型のＳＢＣ）を含むことができる。ベース層は、ＳＢＣか
らなる、または本質的にＳＢＣからなることができる。
【００４２】
　例示的なＳＢＣには、商標名ＳＴＹＲＯＬＵＸ　６５６ＣおよびＳＴＹＲＯＬＵＸ　Ｂ
Ｘ６４５２のもとにＢＡＳＦ社から入手できるスチレン／ブタジエンブロックコポリマー
、および商標名ＡＭＡＬＯＹ　Ｂ１１１９のもとにＡｍｃｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎか
ら入手できるスチレン／ブタジエンコポリマー（７５モル％のスチレン含量および２５モ
ル％のブタジエン含量を有すると思われる）が含まれる。
【００４３】
　ポリスチレン
　ベース層は、少なくとも約９０重量％の、例えば、少なくともおよそ次の、９３、９５
、９７および９９重量％のいずれかのスチレンモノマー含量を有するポリスチレンを含む
ことができる。このポリスチレンは、実質的にアタクチック、シンジオタクチックおよび
／またはイソタクチックのいずれかのポリスチレンとすることができる。このようなポリ
スチレンの包含物は、フィルムのヤング率を高め得ると考えられる。加工助剤－－鉱油、
パラフィン油、ナフテン油、ろう（例えば、エルカアミド、オレアミドおよびビス－ステ
アルアミド）、シリコーンおよびダイズ油など－－を、例えば、ポリスチレン１００重量
部に対して加工助剤１から５重量部の量でポリスチレンと混合することができる。
【００４４】
　ベース層は、少なくとも約９０重量％のスチレンモノマー含量を有するポリスチレン（
本節において記述しているいずれかのものなどの）を、ベース層の重量基準で最大でおよ
そ、および／または少なくともおよそ次の量：０．５、１、３、５、８、１０、１３、１
５、１８、２０、２３および２５％のいずれかで、含むことができる。
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【００４５】
　中間層
　本フィルムは、１層以上の中間層を含むことができる。第１の中間層のほかに、本フィ
ルムは、第２の中間層を含むことができる。第１および第２の中間層の組成、厚さおよび
他の特性は、中間層に関して下記に記述されるもののいずれかとすることができる。第２
の中間層の組成、厚さおよび他の特性のいずれかは、第１の中間層のそれらのいずれかと
実質的に同一とすることができ、または第１の中間層のそれらのいずれとも異なってよい
。
【００４６】
　ある中間層は、例えば、スキン層とベース層の間とすることができる。ある中間層はス
キン層と直接隣接することができ、そのため中間層とスキン層の間には介在層は存在しな
い。ある中間層はベース層と直接隣接することができ、そのため中間層とベース層の間に
介在層は存在しない。ある中間層はスキン層およびベース層の両方と直接隣接することが
できる。
【００４７】
　ある中間層は、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の、０．０５、０．
１、０．１５、０．２、０．２５、０．５、１、２、３、４および５ミルのいずれかの厚
さを有することができる。本フィルムの合計厚さの百分率としての中間層の厚さは、少な
くともおよそ、および／または最大でおよそ次の、１、３、５、７、１０、１５、２０、
２５、３０、３５、４０、４５および５０パーセントのいずれかとすることができる。
【００４８】
　ある中間層は、１層以上の、本明細書において記述される任意の結合ポリマーを、少な
くともおよそ、および／または最大でおよそ次の量：この層の１０、２０、３０、４０、
５０、６０、７０、７５、８０、９０、９５および９９．５重量％のいずれかとして含む
ことができる。
【００４９】
　ある中間層は、１種以上の、本明細書において記述される任意のアルファ－オレフィン
／環式オレフィンコポリマーを、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の量
：中間層の０．５、１、３、５、７、１０、１２、１５、１７、２０、２２、２５、２７
および３０重量％のいずれかとして含むことができる。
【００５０】
　ある中間層は、１種以上の、本明細書において記述される任意のアルファ－オレフィン
／ビニル芳香族コポリマーを、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の量：
中間層の０．５、１、３、５、７、１０、１２、１５、１７、２０、２２、２５、２７お
よび３０重量％のいずれかとして含むことができる。
【００５１】
　結合ポリマー
　有用な結合ポリマーには、一方の直接隣接する層のポリマー、および他方の直接隣接す
る層のポリマーの両方と適合し得る熱可塑性ポリマーが含まれる。このような二重の適合
性により、お互いへの結合層の付着性を強化している。
【００５２】
　例示的な結合ポリマーには、（ｉ）エチレン／不飽和エステルコポリマー、および（ｉ
ｉ）最大で約５０重量％のスチレンモノマー含量を有するスチレン系ブロックコポリマー
が含まれる。これらの結合ポリマーを以下に考察する。
【００５３】
　エチレン／不飽和エステルコポリマー
　中間層は、エチレン／不飽和エステルコポリマーを含むことができる。エチレン／不飽
和エステルコポリマーには、エチレン、および１種以上の不飽和エステルモノマーが含ま
れる。有用な不飽和エステルには：
　１）エステルが炭素原子４から１２個を有する、脂肪族カルボン酸のビニルエステル、
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　２）エステルが炭素原子４から１２個を有する、アクリル酸もしくはメタクリル酸のア
ルキルエステル（ひとまとめにして「（メタ）アクリル酸アルキル」）、および
　３）アクリル酸もしくはメタクリル酸のグリシジルエステル（ひとまとめにして「（メ
タ）アクリル酸グリシジル」）が含まれる。エチレン／不飽和エステルコポリマーは、第
２および第３の型のコモノマーの混合物を含んで、例えばエチレン／（メタ）アクリル酸
アルキル／（メタ）アクリル酸グリシジルコポリマーを形成することができる。
【００５４】
　第１（「ビニルエステル」）群のモノマーの代表例には、酢酸ビニル、プロピオン酸ビ
ニル、ヘキサン酸ビニルおよび２－エチルヘキサン酸ビニルが含まれる。ビニルエステル
モノマーは少なくとも、次の炭素原子数：炭素原子４、５および６個のいずれかを有する
ことができ；また最大で次の炭素原子数：炭素原子４、５、６、８、１０および１２個の
いずれかを有することができる。
【００５５】
　第２（「（メタ）アクリル酸アルキル」）群のモノマーの代表例には、アクリル酸メチ
ル、アクリル酸エチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸ヘキ
シルおよびアクリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、
メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸ヘキシルおよびメタク
リル酸２－エチルヘキシルが含まれる。（メタ）アクリル酸アルキルモノマーは少なくと
も、次の炭素原子数：炭素原子４、５および６個のいずれかを有することができ；また最
大で次の炭素原子数：炭素原子４、５、６、８、１０および１２個のいずれかを有するこ
とができる。
【００５６】
　第３（「（メタ）アクリル酸グリシジル」）群のモノマーの代表例には、アクリル酸グ
リシジルおよびメタクリル酸グリシジル（「ＧＭＡ」）が含まれる。
【００５７】
　エチレン／不飽和エステルコポリマーは、少なくともおよそ次の量（コポリマーの重量
基準で）：３、５、１０、１５、２０、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２
９、３０、３２、３４、３６、３８、４０、４５、５０、５５および６０重量％のいずれ
か；および、最大でおよそ次の量（コポリマーの重量基準で）：１０、１５、２０、２５
、２６、２７、２８、２９、３０、３２、３４、３６、３８、４０、４５、５０、５５、
６０、６５、７０、７５および８０重量％のいずれかにおいて、（ｉ）任意の１種以上の
上掲の型の脂肪族カルボン酸ビニルエステルの、脂肪族カルボン酸ビニルエステルコモノ
マー含有物、および／または（ｉｉ）任意の１種以上の上掲の型の（メタ）アクリル酸ア
ルキルの、（メタ）アクリル酸アルキルコモノマー含有物を含むことができる。
【００５８】
　エチレン／不飽和エステルコポリマーは、少なくともおよそ次の量（コポリマーの重量
基準で）：０．５、１、２、３、４、５、６、７、８、９および１０重量％のいずれか；
および、最大でおよそ次の量（コポリマーの重量基準で）：１、２、３、４、５、６、７
、８、９、１０および１２重量％のいずれかにおいて、（メタ）アクリル酸グリシジル含
有物（例えば、任意の１種以上の上掲の型の（メタ）アクリル酸グリシジル）を含むこと
ができる。
【００５９】
　エチレン／不飽和エステルコポリマーの不飽和エステルコモノマー含量（例えば、ビニ
ルエステル、（メタ）アクリル酸アルキルおよび／または（メタ）アクリル酸グリシジル
コモノマー含量）は、ひとまとめにして、少なくともおよそ次の量（コポリマーの重量基
準で）：２０、２２、２３、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３２、３４、３６、
３８、４０、４５、５０、５５および６０重量％のいずれかとして合計することができる
；また、ひとまとめにして、最大でおよそ次の量（コポリマーの重量基準で）：３０、３
２、３４、３６、３８、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５および８０重
量％のいずれかとして合計することができる。
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【００６０】
　エチレン／不飽和エステルコポリマーのエチレンモノマー含量は、少なくともおよそ、
および／または最大でおよそ次の（コポリマーの重量基準で）、４５、５０、５５、６０
、６５、７０および８０重量％のいずれかとすることができる。
【００６１】
　エチレン／不飽和エステルコポリマーの代表例には、
　エチレン／酢酸ビニル、
　エチレン／Ｃ１－Ｃ１２（メタ）アクリル酸アルキルコポリマー、
　エチレン／アクリル酸メチル、
　エチレン／メタクリル酸メチル、
　エチレン／アクリル酸エチル、
　エチレン／メタクリル酸エチル、
　エチレン／アクリル酸ブチル、
　エチレン／メタクリル酸２－エチルヘキシル、
　エチレン／アクリル酸グリシジル、
　エチレン／メタクリル酸グリシジル（例えば、商標名ＬＯＴＡＤＥＲ　８８４０のもと
にＡｒｋｅｍａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手できるもの、ＧＭＡモノマー含量８重
量％を有すると思われる）、
　エチレン／アクリル酸メチル／アクリル酸グリシジル、
　エチレン／メタクリル酸メチル／アクリル酸グリシジル、
　エチレン／アクリル酸エチル／アクリル酸グリシジル、
　エチレン／メタクリル酸エチル／アクリル酸グリシジル、
　エチレン／アクリル酸ブチル／アクリル酸グリシジル、
　エチレン／メタクリル酸２－エチルヘキシル／アクリル酸グリシジル、
　エチレン／アクリル酸メチル／メタクリル酸グリシジル（例えば、商標名ＬＯＴＡＤＥ
Ｒ　８９００のもとにＡｒｋｅｍａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手できるもの、アク
リル酸メチルモノマー含量約２４重量％およびＧＭＡモノマー含量約８重量％を有すると
思われる）、
　エチレン／メタクリル酸メチル／メタクリル酸グリシジル、
　エチレン／アクリル酸エチル／メタクリル酸グリシジル、
　エチレン／メタクリル酸エチル／メタクリル酸グリシジル、
　エチレン／アクリル酸ブチル／メタクリル酸グリシジル（例えば、商標名ＬＯＴＡＤＥ
Ｒ　ＡＸ８９９９のもとにＡｒｋｅｍａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手できるもの、
アクリル酸ブチルモノマー含量２８重量％およびＧＭＡモノマー含量１重量％を有すると
思われる）および
　エチレン／メタクリル酸２－エチルヘキシル／メタクリル酸グリシジル
が含まれる。
【００６２】
　中間層は、中間層の重量基準で、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の
、２０、２５、３５，４０、４５、５０、６０、７０、８０、９０、９８および９９．５
重量％のいずれかの量で、エチレン／不飽和エステルコポリマー（例えば、本出願におい
て考察したいずれか１種以上の任意のエチレン／不飽和エステルコポリマー）を含むこと
ができる。
【００６３】
　中間層は、非変性エチレン／不飽和エステルコポリマー（すなわち、以下に考察するよ
うに変性されていないエチレン／不飽和エステルコポリマー）を、先行する段落中に示し
た量のいずれかで含むことができる。
【００６４】
　変性エチレン／不飽和エステルコポリマー
　エチレン／不飽和エステルコポリマーは、変性エチレン／不飽和エステルコポリマーを
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含むことができ、または変性エチレン／不飽和エステルコポリマーとすることができ、し
たがって中間層は変性エチレン／不飽和エステルコポリマーを含むことができる。変性エ
チレン／不飽和エステルコポリマーには、エチレン／不飽和エステルコポリマー（すなわ
ち、本出願の先行節において記述されているエチレン／不飽和エステルコポリマーのいず
れか）であって、不飽和カルボン酸無水物により変性されて（例えばグラフトされて）（
すなわち酸無水物変性ポリマー）、酸無水物官能基を組み込んでいるものが含まれる。こ
の変性は、コポリマーの接着力特性を増進もしくは高めることができる。不飽和カルボン
酸無水物の例には、無水マレイン酸、無水フマル酸、および不飽和縮合環カルボン酸無水
物（例えば、米国特許第４０８７５８８号に記載されているもの）が含まれる。
【００６５】
　変性エチレン／不飽和エステルコポリマーの例には、商標名ＢＹＮＥＬ　３８６１のも
とにＤｕＰｏｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手できる、酢酸ビニルコモノマー含量
約２５重量％を有する無水マレイン酸をグラフトしたエチレン／酢酸ビニルコモノマー；
商標名ＦＵＳＡＢＯＮＤ　ＭＣ２５０ＤのもとにＤｕＰｏｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
から入手できる、酢酸ビニルモノマー含量約２８重量％を有する無水マレイン酸変性エチ
レン／酢酸ビニルコモノマー；ならびにアクリレートコモノマー含量２７．５重量％およ
び無水マレイン酸（「ＭＡＨ」）コモノマー含量２．９重量％を含有するエチレン／アク
リル酸エチル／無水マレイン酸コポリマーなどのエチレン／アクリル酸アルキル／無水マ
レイン酸コポリマー；アクリレートコモノマー含量２０％およびＭＡＨコモノマー含量３
％を含有するエチレン／アクリル酸エチル／無水マレイン酸コポリマー；エチレン／アク
リル酸アルキル／無水マレイン酸インターポリマーのＬＯＴＡＤＥＲシリーズ（Ｅｌｆ－
Ａｔｏｃｈｅｍ，Ｉｎｃ．、Ｂｕｆｆａｌｏ，ＮＹ）；商標名ＢＹＮＥＬ　２１Ｅ８１０
のもとにＤｕＰｏｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手できる無水マレイン酸グラフト
エチレン／アクリル酸メチルコポリマー；ならびに商標名ＯＲＥＶＡＣ　９３１４のもと
に入手できるエチレン／酢酸ビニル／無水マレイン酸ターポリマー（酢酸ビニル１４％お
よび無水マレイン酸１％）が含まれる。
【００６６】
　有用な酸無水物変性ポリマーは、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の
、０．１％、０．５％、１％、２％、４％、５％、８％および１０％のいずれかの量（変
性ポリマーの重量基準で）で酸無水物部分を含有することができる。酸無水物変性ポリマ
ーは、グラフト化または共重合により作ることができる。
【００６７】
　中間層は、中間層の重量基準で、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の
、５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９
０、９５および９９．５重量％のいずれかで、変性エチレン／不飽和エステルコポリマー
を含むことができる。中間層は、変性エチレン／不飽和エステルコポリマーおよび非変性
エチレン／不飽和エステルコポリマーを含むことができ、合計すると先行する文章中に示
した量のいずれかとなる。
【００６８】
　結合ポリマーとしてのスチレン系ブロックコポリマー
　中間層は、最大で約５０重量％のスチレンモノマー含量を有する、スチレン系ブロック
コポリマー（「ＳＢＣ」）を含むことができる。ＳＢＣは、ベース層に関連して上記にお
いて考察している。中間層向けに有用なＳＢＣは、最大でおよそ、および／または少なく
ともおよそ次の、５０、４５、４０、３５、３２、３０、２８、２５、２０、１５および
１０重量％のいずれかのスチレンモノマー含量を有することができる。
【００６９】
　中間層のＳＢＣは、変性ＳＢＣとすることができ、または変性ＳＢＣを含むことができ
、この変性ＳＢＣは不飽和カルボン酸無水物によりＳＢＣ変性されて（例えばグラフトさ
れて）（すなわち酸無水物変性ポリマー）、酸無水物官能基を組み込んでいる。この変性
は、このコポリマーの接着力特性を増進もしくは高めることができる。有用な酸無水物変
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性ポリマーは、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の、０．１％、０．５
％、１％、２％、４％、５％、８％および１０％のいずれかの量（変性ポリマーの重量基
準で）酸無水物部分を含有することができる。酸無水物変性ポリマーは、グラフト化また
は共重合により作ることができる。
【００７０】
　中間層は、中間層の重量基準で、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の
、５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、６０、７０、８０、９
０、９５および９９．５重量％のいずれかの量で、ＳＢＣ（例えば、最大で約５０重量％
のスチレンモノマー含量を有するＳＢＣ、または最大で約５０重量％のスチレンモノマー
含量を有する変性ＳＢＣ）を含むことができる。
【００７１】
　アルファ－オレフィン／環式オレフィンコポリマー
　中間層は、アルファ－オレフィン／環式オレフィンコポリマー（「ＣＯＣ」）を含むこ
とができる。ＣＯＣは、環式オレフィンおよびアルファ－オレフィンの重合により形成す
ることができるコポリマーである。環式オレフィンは、脂環式環内にある重合可能な炭素
－炭素二重結合（例えばノルボルネンにおけるように）、または脂環式環に連結している
重合可能な炭素－炭素二重結合（例えばビニルシクロヘキサンにおけるように）のいずれ
かを含む化合物である。ＣＯＣは、ポリマー主鎖の一部として環式環を有することができ
る（例えば、エチレン／シクロペンテンコポリマーおよびエチレン／ノルボルネンコポリ
マー）。ＣＯＣは、ポリマー主鎖に垂下している環式環を有することができる（例えば、
エチレン／ビニルシクロヘキサンコポリマー）。
【００７２】
　例示的なＣＯＣは、シクロペンテン、置換されたシクロペンテン、ノルボルネン、置換
されたノルボルネン、シクロブテン、シクロペンテン、メチルシクロペンテン、５－ビニ
ルノルボルネン、５－メチルノルボルネン、５－エチリデンノルボルネン、ジシクロペン
タジエン、テトラシクロドデセンおよびシクロドデカトリエンの１種以上から由来した（
重合した）環式オレフィン含有物を含むことができる。
【００７３】
　有用なＣＯＣは、上記において特定した環式オレフィンのいずれかなどの環式オレフィ
ン含有物を、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次のモル％：１０、１５、
１８、２０、２２、２４、２８、３０、３２、３５、４０および４５のいずれかとして、
含むことができる。
【００７４】
　ＣＯＣの有用なアルファ－オレフィンは、線状もしくは分岐状とすることができ、例え
ば、少なくとも、および／または最大で次の炭素原子数：２、３、４、６、８、１０、１
４、１８および２０のいずれかを有することができる。例えば、ＣＯＣは、エチレンおよ
びプロピレンの１種以上から由来するアルファ－オレフィン含有物を含むことができる。
有用なＣＯＣは、アルファ－オレフィン含有物（例えば、１種以上の上述のアルファ－オ
レフィンのいずれか）を、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次のモル％：
９０、８５、８０、７５、７０、６５、６０および５５のいずれかとして、含むことがで
きる。
【００７５】
　例示的なＣＯＣには、エチレン／環式オレフィンコポリマー、およびプロピレン／環式
オレフィンコポリマーが含まれる。有用なＣＯＣには、エチレン／ノルボルネンコポリマ
ー、エチレン／ノルボルネン／オクテンコポリマー、エチレン／ノルボルネン／ブテンコ
ポリマー、エチレン／ノルボルネン／ヘキセンコポリマーおよびプロピレン／ノルボルネ
ンコポリマーが含まれる。
【００７６】
　このＣＯＣは、不均質または均質のいずれかとすることができる。当技術分野で知られ
ているように、不均質ポリマーは、分子量および組成分布の比較的広い差異を有する。不
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均質ポリマーは、例えば従来のチーグラー－ナッタ触媒で調製することができる。
【００７７】
　これに反して、均質ポリマーは、通例メタロセン、または他のシングルサイト触媒を使
用して調製される。このようなシングルサイト触媒は、通例１つの型の触媒部位だけを有
し、これが重合により得られたポリマーの均質性の根拠であると考えられる。均質ポリマ
ーが、分子鎖内におけるコモノマーの比較的一様なシーケンシング、全ての分子鎖におけ
るシーケンス分布のミラーリングおよび全ての鎖長の類似性を示す点で、均質ポリマーは
不均質ポリマーと構造的に異なっている。その結果、均質ポリマーは、比較的狭い分子量
および組成分布を有する。
【００７８】
　例示的な均質ＣＯＣには、商標名ＴｏｐａｓのもとにＴｉｃｏｎａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎから入手できるエチレン／ノルボルネンコポリマー、例えば、Ｔｏｐａｓ　９５０
６Ｘ１（約３３℃のＴｇを有すると思われる）、Ｔｏｐａｓ　９５０６（約６５℃のＴｇ
を有すると思われる）、Ｔｏｐａｓ　８００７（約８５℃のＴｇを有すると思われる）、
Ｔｏｐａｓ　６０１７（約１８０℃のＴｇを有すると思われる）、Ｔｏｐａｓ　６０１５
（約１６０℃のＴｇを有すると思われる）、Ｔｏｐａｓ　６０１３（約１４０℃のＴｇを
有すると思われる）およびＴｏｐａｓ　５０１３（約１３５℃のＴｇを有すると思われる
）、ならびに商標名ＡＰＥＬのもとにＭｉｔｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手でき
るエチレン／ノルボルネンコポリマーが含まれる。
【００７９】
　アルファ－オレフィン／ビニル芳香族コポリマー
　中間層は、アルファ－オレフィン／ビニル芳香族コポリマー（「ＡＯ／ＶＡ」）を含む
ことができ、これは、アルファ－オレフィンモノマーおよびビニル芳香族モノマーのコポ
リマーである。ＡＯ／ＶＡのアルファ－オレフィンは、ＣＯＣに関し上記において考察し
たいずれかの１種以上のものとしてよい。ＡＯ／ＶＡのビニル芳香族化合物は、スチレン
、メチル－スチレン（例えばｐ－メチルスチレン）、ビニルトルエン、ビニルキシレン、
ビニルナフタレンおよびビニルアントラセンの任意の１種以上のものとしてよい。例示的
なＡＯ／ＶＡには、エチレン／スチレンコポリマーおよびエチレン／ビニルトルエンコポ
リマーが含まれる。
【００８０】
　ＡＯ／ＶＡは、不均質または均質のいずれかとすることができる。均質および不均質態
様のポリマーは、ＣＯＣに関連して本明細書においてより詳細に考察されている。
【００８１】
　ＡＯ／ＶＡは、ランダムポリマーまたはブロックポリマーとしてよい。ＡＯ／ＶＡは、
少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の重量％：９０、８５、８０、７５、
７０、６５、６０および５５のいずれかとして、ビニル芳香族含有物（例えば、１種以上
の上述のビニル芳香族化合物のいずれか）を含むことができる。ＡＯ／ＶＡは、少なくと
もおよそ、および／または最大でおよそ次の重量％：５、１０、１５、２０、２５、３０
、３５、４０および４５のいずれかで、アルファ－オレフィン含有物を含むことができる
。
【００８２】
　有用なＣＯＣおよび／またはＡＯ／ＶＡは、それぞれ独立に、少なくともおよそ、およ
び／または最大でおよそ次の、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５および６０℃
のいずれかのガラス転移温度（「Ｔｇ」）を有することができる。
【００８３】
　別に指定されない限り、このＴｇは相対湿度０％で測定される。本出願におけるポリマ
ー、ポリマー混合物、樹脂、フィルムまたは層のガラス転移温度を全て参照する場合、動
的変位振動数２２ラジアン／秒、変位振幅０．１％歪み、熱勾配３℃／分および窒素雰囲
気を用いて、ＡＳＴＭ　Ｄ４０６５およびＡＳＴＭ　Ｄ５０２６による動的機械分析（「
ＤＭＡ」）によって測定した、試料である非晶質ポリマーまたは半結晶質ポリマーの非晶
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質部分が硬質、ガラス状または脆性状態から軟質、柔軟、ゴム様状態に変化する特性温度
を指しており、この場合、温度に－１５０℃から変換器感度が無くなる点（すなわち、フ
ィルムがばらばらにこわれる時点）まで傾斜を付けている。Ｔｇは、試料２点について平
均したタンデルタベータ転移ピーク温度である。
【００８４】
　ある中間層は、中間層の重量基準で、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ
次の量：０．５、１、３、５、７、１０、１２、１５、１７、２０、２２、２５、２７お
よび３０重量％のいずれかとして、ＣＯＣ（例えば、上記において特定したＣＯＣのいず
れか）を含むことができ、および／またはＡＯ／ＶＡ（例えば、上記において特定したＡ
Ｏ／ＶＡのいずれか）を含むことができる。
【００８５】
　この中間層は、上述のＣＯＣのいずれかから選択した第１のＣＯＣ、および上述のＣＯ
Ｃのいずれかから選択した第２のＣＯＣ（第１のＣＯＣと異なる）を含むことができる。
この中間層は、中間層の重量基準で、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次
の量：０．５、１、３、５、７、１０、１２、１５、１７、２０、２２、２５、２７およ
び３０重量％のいずれかとして、第１のＣＯＣを含むことができる。この中間層は、中間
層の重量基準で、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の量：０．５、１、
３、５、７、１０、１２、１５、１７、２０、２２、２５、２７および３０重量％のいず
れかとして、第２のＣＯＣを含むことができる。
【００８６】
　この中間層は、上述のＡＯ／ＶＡのいずれかから選択した第１のＡＯ／ＶＡ、および上
述のＡＯ／ＶＡのいずれかから選択した第２のＡＯ／ＶＡ（第１のＡＯ／ＶＡと異なる）
を含むことができる。この中間層は、中間層の重量基準で、少なくともおよそ、および／
または最大でおよそ次の量：０．５、１、３、５、７、１０、１２、１５、１７、２０、
２２、２５、２７および３０重量％のいずれかとして、第１のＡＯ／ＶＡを含むことがで
きる。この中間層は、中間層の重量基準で、少なくともおよそ、および／または最大でお
よそ次の量：０．５、１、３、５、７、１０、１２、１５、１７、２０、２２、２５、２
７および３０重量％のいずれかとして、第２のＡＯ／ＶＡを含むことができる。
【００８７】
　添加剤
　本フィルムの１層以上の層には、ブロッキング防止剤、滑剤、防曇剤、着色剤、顔料、
染料、芳香剤、殺菌剤、食肉防腐剤、酸化防止剤、充填剤、放射線安定剤および静電気防
止剤などの熱可塑性フィルムにおいて有用な１種以上の添加剤が含まれ得る。
【００８８】
　本フィルムのモジュラス
　本フィルムは、予想されている取扱いおよび使用条件に耐えるのに十分なヤング率を示
すことが好ましい。ヤング率は、それぞれ参照によりその全体が本明細書に組み込まれて
いる次のＡＳＴＭ方法の１種以上：Ｄ８８２、Ｄ５０２６－９５ａ、Ｄ４０６５－８９に
従って測定することができる。
【００８９】
　本フィルムは、温度７３°Ｆで測定して、少なくともおよそ、および／または最大でお
よそ次の、６０，０００、１００，０００、１３０，０００、１５０，０００、２００，
０００、２５０，０００、３００，０００、３５０，０００および４００，０００ポンド
／平方インチのいずれかのヤング率を有することができる。本フィルムは、少なくとも一
方向で（例えば機械方向でもしくは横方向で）または両方向で（すなわち、機械（すなわ
ち縦）および横方向で）前述のヤング率の範囲のいずれかを有することができる。
【００９０】
　層間接着強度
　本明細書において使用されるフィルムについての用語「層間接着強度」とは、２つの隣
接するフィルム層を、層間の接着破壊によって、または２つの隣接するフィルム層の一方
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（どちらか最初に起こる方）を貫通している凝集破壊によってのいずれかで分離もしくは
層間剥離させるのに要する力の平均量を意味し、その際、ＡＳＴＭ　Ｆ８８に従って測定
し、試験機（例えば、インストロン引張り試験機）クロスヘッド速度は毎分５インチであ
り、特に以下において指定しない限り、１インチ幅の代表試料５点、および室温（すなわ
ち約６８°Ｆ）の試験温度を使用している。ＡＳＴＭ　Ｆ８８は、参照によりその全体が
本明細書に組み込まれている。層間接着強度の試験用フィルム試料を調製するため、フィ
ルムの一部を層間の界面で切り離して、試験機のつかみ部に挿入する試験片レッグを提供
する。例えば、感圧型接着剤テープをフィルムの背中合わせの外側に貼り付けて、テープ
のつかみ用タブをはがしフィルムのそれぞれの側に伸ばす。次いでタブをつかみ、反対方
向にぐいと引っ張って、フィルム層を部分的に切り離す。
【００９１】
　本明細書において使用される「接着破壊」は、２つの表面を合わせて保持している界面
の力（例えば、原子価力もしくは絡み合い作用またはこの両方）が乗り越えられている破
壊である。「凝集破壊」は、層組成物を一緒に保持している分子吸引力が乗り越えられて
いる破壊である。フィルムの層間接着強度は、少なくともおよそ、および／または最大で
およそ次の値：１，０００、１，５００、２，０００、２，５００、３，０００および３
，５００グラム（フォース）／インチのいずれかとすることができる。
【００９２】
　フィルムの層間接着強度は、配位前の、フィルムが比較的厚い間に測定することができ
る。これにより、フィルムの層間接着強度の測定が、フィルムが配位前よりもはるかに薄
くなる恐れがある配位した後よりも容易になる。
【００９３】
　本フィルムの外観特性
　本フィルムは、低いヘイズ特性を有することができる。ヘイズは、入射光軸から２．５
°を超えて散乱された透過光の測定値である。他に指定されない限り、ヘイズは、フィル
ムの外側層に対して測定される。「外側層」は、そのフィルムを含む、ある包装の外側空
間に隣接している、もしくは隣接しようと意図されるフィルムの外層である。（あるフィ
ルムの「内側層」は、そのフィルムを含む、ある包装の内側空間に隣接している、もしく
は隣接しようと意図されるフィルムの外層である。）ヘイズは、参照によりその全体が本
明細書に組み込まれているＡＳＴＭ　Ｄ１００３の方法に従って測定される。本出願にお
いてフィルムの「ヘイズ」値を参照する場合には、全てこの規格による。本フィルムのヘ
イズは、－－形成ステップ前、または形成ステップ後から選択した時点において測定され
る－－最大でおよそ、および／または少なくともおよそ次の値：３０％、２５％、２０％
、１５％、１０％、８％、５％、３および２％のいずれかとすることができる。
【００９４】
　本フィルムは、外側層に対して測定される光沢（すなわち鏡様の光沢）－－形成ステッ
プ前、または形成ステップ後から選択した時点において測定される－－を有することがで
き、それは少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の値：４０％、５０％、６
０％、６３％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％および９５％のいずれ
かである。これらの百分率は、指定された角度における、試料から反射される光　対　試
料に当たる最初の光量の比率を表す。本出願において「光沢」値を参照する場合には、参
照により、その全体が本明細書に組み込まれているＡＳＴＭ　Ｄ２４５７（角度４５°）
に全て従っている。
【００９５】
　本フィルムは、透明とすることができ（少なくともプリントされない領域において）、
したがってフィルムを通して、包装された物品を目で見ることができる。「透明」とは、
フィルムが、入射光を、無視できるほどの散乱で、ほとんど吸収せずに透過し、通例の視
る条件（すなわち、本材料の予期される使用条件）のもとで、このフィルムを通して対象
物（例えば、包装された物品、または印刷）が明瞭に見られることを可能にすることを意
味する。本フィルムの正透過率（すなわち透明度）－－形成ステップ前、または形成ステ
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ップ後から選択した時点において測定される－－は、ＡＳＴＭ　Ｄ１７４６に従って測定
して、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の値：４０％、５０％、６０％
、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％および９０％のいずれかとすることができる
。本出願において「正透過率」値を参照する場合には、全てこの規格による。
【００９６】
　本フィルムの全視感透過率（すなわち全透過率）－－形成ステップ前、または形成ステ
ップ後から選択した時点において測定される－－は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従って測定
して、少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の値：４０％、５０％、６０％
、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％および９０％のいずれかとすることができる
。本出願において「全透過率」値を参照する場合には、全てこの規格による。
【００９７】
　全透過率、ヘイズ、透明度および光沢を含む、可塑性フィルムの光学的性質の測定は、
Ｐｉｋｅ，ＬｅＲｏｙ、「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｐａｃｋａｇ
ｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｉｌｍ　＆
　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ、第９巻、第３号、１７３－８０頁（１９９３年７月）（１７３－８
０頁が、参照により本明細書に組み込まれている。）において、詳細に考察されている。
【００９８】
　本フィルムの製造
　本フィルムは、当技術分野で知られている熱可塑性フィルム形成方法によって製造する
ことができる。本フィルムは、例えばチューブ状捕捉気泡フィルム法（ｔｕｂｕｌａｒ　
ｔｒａｐｐｅｄ　ｂｕｂｂｌｅ　ｆｉｌｍ　ｐｒｏｃｅｓｓ）、フラットもしくはチュー
ブキャストフィルム法、またはスリットダイフラットキャストフィルム法を利用した押出
しもしくは同時押出しにより調製することができる。本フィルムは、押出コーティング、
接着積層法、押出積層法、溶剤系コーティング（ｓｏｌｖｅｎｔ－ｂｏｒｎｅ　ｃｏａｔ
ｉｎｇ）によって、またはラテックスコーティングによって（例えば、基板上に塗り広げ
、乾燥する）１層以上の層を施すステップにより調製することもできる。これらの方法の
組合せも使用することができる。これらの方法は、当業者に知られている。
【００９９】
　本フィルムは、機械（すなわち縦）方向、横方向のいずれかに配向され、または両方向
に配向されて（すなわち二軸配向されて）、例えば、フィルムの強度、光学特性および耐
久性を強化することができる。フィルムのウエブ（巻取物）またはチューブは、フィルム
が軟化する温度で（例えば、ビカー軟化点を超えて；ＡＳＴＭ　１５２５を参照されたい
）、また例えばフィルムの融点未満の温度で、引張り力を課するステップにより一軸もし
くは二軸配向させることができる。次いでフィルムは、急速に冷却されて、配向中に生成
された物理的性質を保持し、フィルムに熱収縮特性をもたらすことができる。フィルムは
、例えばテンターフレーム法またはバブル法を用い、配向させることができる。配向は、
少なくともおよそ、および／または最大でおよそ次の比率：１．５：１、２：１、２．５
：１、３：１、３．５：１、４：１、５：１、６：１、７：１、８：１、９：１、１０：
１、１２：１および１５：１のいずれかまで、一方向（すなわち機械もしくは横方向）お
よび／または二方向（例えば、機械および横方向）のいずれかに生じ得る。本フィルムは
、これらの量のいずれかだけ一方向に、また他の、これらの量のいずれかだけ他の方向に
伸長させることができる。
【０１００】
　本フィルムは、１００℃において一方向（例えば機械方向または横方向）における、な
らびに／または機械および横方向の両方における次の、５％、７％、９％、１０％、１２
％、１５％、２５％、３０％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、７０％、７５
％および８０％のいずれかの自由収縮を有することができる。本フィルムは、機械および
／または横方向における上述の収縮量のいずれかを、次の温度：９０、８０、７０、６０
、５０および４０℃のいずれかにおいて有することができる。例えば、本フィルムは、８
０℃において、少なくとも約６０％の横方向における自由収縮、および最大で約１０％の
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機械方向における自由収縮を有することができる。また、本フィルムは、異なる温度で、
上述の収縮値のいずれかの組合せを有することもできる；例えば、本フィルムは、９０℃
において、少なくとも約７５％の少なくとも一方向における自由収縮、および７０℃にお
いて最大で約５％の任意の方向における自由収縮を有することができる。本フィルムは、
例えば、徐冷して、選択された温度（例えば７０℃）での収縮特性を弱めることができる
。
【０１０１】
　本フィルムは徐冷または熱硬化させて、配向したフィルムの自由収縮を幾分もしくは実
質的に小さくし、例えば収縮開始温度を引き上げることができる。本フィルムは、次の温
度：６５、６０、５５、５０、４５および４０℃のいずれかにおいて、任意の方向におけ
るおよそ３％、２％および１％のいずれか未満の自由収縮を有することができる。
【０１０２】
　本フィルムの自由収縮は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれているＡＳＴＭ
　Ｄ２７３２により、選択された熱に曝した場合（すなわち、指定された温度曝露におい
て）、１０ｃｍ×１０ｃｍ試験片の寸法変化百分率を測定するステップによって測定され
る。本出願において自由収縮を参照する場合には、全てこの規格により測定される。
【０１０３】
　本フィルムは、例えばロータリースクリーン、グラビアまたはフレキソ印刷技術などの
任意の適切なインキプリント方法によって、それに付与されるプリント画像を有すること
ができる。プリント画像は、スキン層に付与することができる。プリント画像は、例えば
、収縮スリーブのフィルムの内側層に付与された反転プリント画像として適用することが
できる。
【０１０４】
　収縮スリーブ
　収縮スリーブ１０（収縮スリーブラベルまたは収縮バンドとしても知られる）は、本明
細書において記述される本発明のフィルム１２の任意の実施形態のいずれか１つを含むこ
とができる。（例えば、図１－２を参照されたい。）収縮スリーブ１０は、シームド（継
ぎ目のある）収縮スリーブ（図１において図示される）、シームレス収縮スリーブ、また
はロール供給収縮スリーブ（すなわち巻き付けラベリング用ロール供給収縮フィルムによ
り形成される）とすることができる。
【０１０５】
　本フィルムを備えるシームド収縮スリーブは、フラットな形状のフィルムから製造する
ことができ、例えば接着性継ぎ目を使用して、フィルム同志を接着させて継ぎ目１４を有
するチューブを形成することにより、このフィルムを継ぎ合わせて（シームして）、チュ
ーブとする。スリーブ１０にプリントしようとする場合には、フィルム上に画像をプリン
トした後で、このフィルムをチューブとして形成するステップを行うことができる。プリ
ント画像１８は、反転プリント画像として内側表面２０に付与され得る。次いでチューブ
は芯に巻き付けることができる。次いで、このチューブのロールは、芯から解いて伸ばし
、個々のシームド収縮スリーブを形成するために、個々の長さに切断する。次いで、収縮
スリーブは、収縮スリーブが施される商品（例えば、容器１６）を取り囲んで置くことが
できる。次いで熱を加え（例えば、収縮スリーブ付きの商品を、例えば蒸気または熱風を
使用した加熱トンネル内に置くステップにより）、それにより収縮スリーブの熱収縮特性
を活性化し、収縮スリーブが収縮して、図２において図示するように収縮スリーブが取り
囲む商品とぴったり同じ形状になる。
【０１０６】
　本フィルムを備えるシームレス収縮スリーブは、本フィルムを、所望のチューブ形状を
有するチューブ形状で押し出すステップにより製造することができる。得られたチューブ
にプリントし、所望の長さに切断して、個々の収縮スリーブを形成させる。
【０１０７】
　本フィルムを備えるロール供給収縮スリーブは、１）所望の寸法に切断したフィルムの
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前端部にピックアップ接着剤を塗布するステップ、２）この前端部を容器に付着させるス
テップ、３）お互いに対し容器およびフィルムを動かし、それによりフィルムが容器を取
り囲むステップ、４）フィルムの後端部に接着剤を塗布するステップ、５）フィルムの後
端部を容器に、またはフィルムの前端部に付着させるステップ、ならびに６）収縮スリー
ブ／容器に熱を掛けて、フィルムの収縮特性を活性化するステップにより製造することが
できる。
【０１０８】
　本フィルムを備える収縮スリーブは、例えば、１）商品に施されるラベルとして、２）
不正開封防止シールまたは包装材料（例えば、いたずら防止ネックバンド）として、およ
び／または、３）２つ以上の商品を結合してひとまとめにする（例えば多重包装）ために
使用することができる。本収縮スリーブは、容器を取り囲むためのフルボディーのスリー
ブとすることができる。本収縮スリーブは、成形したおよび／または起伏のある容器（例
えば非対称形状の容器）を取り囲むのに使用することができる。
【実施例】
【０１０９】
　下記の実施例は、本発明の１つ以上の実施形態をさらに例証し、説明する目的で提示さ
れ、どんな点に関しても制約的なものと解釈されるべきでない。特に指示されない限り、
全ての部および百分率は重量による。
【０１１０】
　以下の実施例において、これらの略語は次の意味を有する：
　ＰＥＴＧ１は、商標名Ｅａｓｔａｒ　６７６３のもとにＥａｓｔｍａｎ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから入手できるグリコール変性ポリ（エチレンテレフタレート）であり、シク
ロヘキサンジメタノールモノマー含量約３４モル％、エチレングリコールモノマー含量約
１６モル％およびテレフタル酸モノマー含量約５０モル％を有すると思われる。
【０１１１】
　ＳＢＳ１は、商標名ＳＴＹＲＯＬＵＸ　ＢＸ６４５２のもとにＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから購入されるスチレン／ブタジエンブロックコポリマーであり、約５０重量
％のスチレンモノマー含量、１．０２ｇ／ｃｃの密度、およびＡＳＴＭ　Ｄ１２３８によ
る条件２００／５．０のもとで１３ｇ／１０分のメルトフローレイトを有すると思われる
。
【０１１２】
　ＳＢＳ２は、商標名ＳＴＹＲＯＬＵＸ　ＢＸ２０００のもとにＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから購入されるスチレン／ブタジエンブロックコポリマーであり、約５０重量
％のスチレンモノマー含量、１．０２ｇ／ｃｃの密度、およびＡＳＴＭ　Ｄ１２３８によ
る条件２００／５．０のもとで２５ｇ／１０分のメルトフローレイトを有すると思われる
。
【０１１３】
　ＰＳ１は、商標名ＳＴＹＲＯＮ　１４５ＤのもとにＩｎｅｏｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎから購入されるポリスチレンホモポリマーであり、加工助剤として鉱油３．３重量％が
含まれる。
【０１１４】
　ＥＶＡ１は、商標名ＢＹＮＥＬ　３８６１のもとにＤｕＰｏｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎから購入される無水マレイン酸グラフトエチレン／酢酸ビニルコポリマーであり、約
２５重量％の酢酸ビニル含量を有する。
【０１１５】
　ＥＶＡ２は、商標名ＬＥＶＡＭＥＬＴ　５００のもとにＬａｎｘｅｓｓ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから購入されるエチレン／酢酸ビニルコポリマーであり、約５０重量％の酢酸
ビニル含量を有する。
【０１１６】
　ＳＥＢＳ１は、商標名ＫＲＡＴＯＮ　ＦＧ　１９２４のもとにＫｒａｔｏｎ　Ｐｏｌｙ
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ｍｅｒｓ　ＬＬＣ社から購入される無水マレイン酸グラフトスチレン／エチレン－ブチレ
ン／スチレンブロックコポリマーであり、スチレン約１３重量％のスチレンモノマー含量
および約１重量％の無水マレイン酸含量を有する。
【０１１７】
　ＣＯＣ１は、商標名Ｔｏｐａｓ　９５０６Ｘ１のもとにＴｉｃｏｎａ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎから購入される均一系エチレン／ノルボルネンコポリマーであり、約２２モル％
のノルボルネンモノマー含量、および約３３℃のガラス転移温度を有すると思われる。
【０１１８】
　ＣＯＣ２は、商標名Ｔｏｐａｓ　８００７のもとにＴｉｃｏｎａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎから購入される均一系エチレン／ノルボルネンコポリマーであり、約３５モル％のノ
ルボルネンモノマー含量、および約８５℃のガラス転移温度を有すると思われる。
【０１１９】
　ＡＢ１は、商標名ＣＯ　２３５のもとにＥａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社から入手
できる微結晶性シリカブロッキング防止マスターバッチである。
【０１２０】
　実施例１－５、比較例１－４
　Ａ／Ｃ／Ｂ／Ｃ／Ａフィルム層配列を有する５層の実施例１フィルムを作製した。この
層配列において、「Ａ」スキン層はＰＥＴＧ１であり、「Ｂ」ベース層は、８０重量％の
ＳＢＳ１および２０重量％のＰＳ１のブレンドであり、「Ｃ」中間層は、９５重量％のＥ
ＶＡ１および５重量％のＣＯＣ１のブレンドであった。このフィルムは、Ｒａｎｄｃａｓ
ｔｌｅ社キャスト押出し機を使用して厚さ約１０ミルを有するように押し出した。層の厚
さ比率は１：１：６：１：１であった。このフィルムの層間接着強度を測定した。これを
表１において報告している。このフィルムの層間接着強度を測定するために、幅１インチ
の細片（ＡＳＴＭ　Ｆ８８方法に関連し本明細書の記述で示した５点よりもむしろ）３点
をフィルムから切断し、細片の一方の側を手作業でこれらの層に分け、Ｉｎｓｔｒｏｎ社
Ｍｉｎｉ５５装置を使用して、接着力を測定した。
【０１２１】
　表１に示しているように、実施例２－５フィルムならびに比較例１および３－４フィル
ムは、「Ｃ」層を除いて上記の実施例１フィルムと同じであった。比較例２フィルムが「
Ｃ」層を含まない３層フィルムである点を除いて、比較例２フィルムは、上記の実施例１
フィルムと同様であった。これらのフィルムの層間接着強度を測定し、表１において報告
している。
【０１２２】
【表１】

【０１２３】
　このデータは、「Ｃ」中間層にＣＯＣを添加して得られた実施例フィルムについて、対
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応する比較例フィルムに比べて、驚くほど改良された層間接着強度を示している。
【０１２４】
　実施例６、比較例５
　「Ａ」層が２重量％のＡＢ１を含み、「Ｂ」層に、ＳＢＳ１の代わりにＳＢＳ２を使用
した点を除いて、実施例２フィルムと同様に５層の実施例６フィルムを作製した。
【０１２５】
　「Ａ」層が２重量％のＡＢ１を含み、「Ｂ」層に、ＳＢＳ１の代わりにＳＢＳ２を使用
した点を除いて、比較例１フィルムと同様に５層の比較例５フィルムを作製した。
【０１２６】
　５層フィルムは両方とも、合計厚さの百分率として１１％／１２％／５４％／１２％／
１１％のＡ／Ｃ／Ｂ／Ｃ／Ａ層厚を有していた。
【０１２７】
　配向させる前に、実施例６および比較例５フィルムは、約１０ミルの厚さを有していた
。これらのフィルムは、約１００℃の配向温度で６．３：１の比率で横方向に配向させ、
また１：１の比率で機械方向に配向させた（すなわち機械方向には配向なし）。次いでこ
れらのフィルムを急冷して、配向状態に固定した。それぞれの配向フィルムの厚さは、約
１．８ミルであった。
【０１２８】
　配向した実施例６フィルムのヘイズおよび透明度は、それぞれ６．８％および５４％で
あった。配向した比較例５フィルムのヘイズおよび透明度は、それぞれ７．３％および４
７％であった。配向した実施例５フィルム、および比較例５フィルムのヤング率は、それ
ぞれ２１７，０００ｐｓｉおよび２０９，０００ｐｓｉであった。下記の表２は、種々の
温度における横方向（ＴＤ）および機械方向（ＭＤ）の自由収縮パーセントを示している
。
【０１２９】
【表２】

【０１３０】
　本明細書において列挙されているいずれの数値範囲にも、任意の低値と任意の高値の間
に少なくとも２単位の間隔があるとする場合、一単位のインクリメントとしてのその低値
からその高値までの全ての値が含まれる。一例として、本明細書において、ある成分の量
、またはある工程変数（例えば温度、圧力、時間）の値が１から９０、２０から８０もし
くは３０から７０のいずれかの範囲にある、または、少なくとも１、２０もしくは３０、
および／または最大で９０、８０もしくは７０のいずれかであるとすることができると示
される場合、１５から８５、２２から６８、４３から５１、および３０から３２、ならび
に少なくとも１５、少なくとも２２、および最大で３２などの値が、明確に数え上げられ
ていることが意図されている。１未満である値について、一単位は０．０００１、０．０
０１、０．０１もしくは０．１が適正であるとみなされる。これらは特に意図されるもの
の一例に過ぎず、数え上げられている低値と高値の間の全ての可能な数値の組合せが、同
様な形で本出願において明確に示されているとみなされるべきである。
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【０１３１】
　上記の記述は、本発明の好ましい実施形態の記述である。本発明の精神、ならびに特許
請求範囲において定義される本発明のより広範な態様から逸脱せずに、種々の変更および
改変を行うことができ、これらは、等価物の原則を含む、特許法の原理に従って解釈され
るべきである。特許請求範囲および特定の実施例における場合を除いて、または他に明確
に指定されない限り、材料の量、反応条件、使用条件、分子量および／または炭素原子の
数などを示す本記述における全ての数量は、本発明の最も広い範囲を記述する際に、語「
約、およそ（ａｂｏｕｔ）」によって修飾されると理解されるべきである。冠詞「ある、
１つの（ａ）」「ある、１つの（ａｎ）」「その（ｔｈｅ）」または「前記（ｓａｉｄ）
」を使用した単数での本開示におけるある項目への、または本特許請求範囲におけるある
要素への何らかの参照は、明確にそのように示されない限り、その項目もしくは要素を単
数に限定するものと解釈すべきではない。本出願において示される定義および開示は、組
み込まれている参考文献中に存在し得るいずれの矛盾のある定義および開示にも制約を及
ぼすものである。ＡＳＴＭ試験への全ての参照は、本出願の優先権出願期日について特定
された最新の、現在承認されている公表版のＡＳＴＭ試験へのものである。それぞれのこ
のような公表されたＡＳＴＭ試験法は、本参照によりその全体が本明細書に組み込まれて
いる。

【図１】

【図２】
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