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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フィルムまたは多層フィルムの一層であって、
０．９１ｇ／ｃｃから０．９３ｇ／ｃｃの密度および４０％から５０％の結晶化度を有
するエチレン／オクテンコポリマーである、不均一に分枝した線状の低密度ポリエチレン
である、９０重量％の第一成分、および、
０．９０ｇ／ｃｃの密度および４０％から６０％の結晶化度を有するプロピレンホモポ
リマー、０．８５ｇ／ｃｃ〜０．９０ｇ／ｃｃの密度および２０％〜４０％の結晶化度を
有するプロピレン／エチレンコポリマー、０．９５ｇ／ｃｃから０．９６ｇ／ｃｃの密度
および４０％から６０％の結晶化度を有する高密度ポリエチレン、およびそれらの組合せ
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からなる群から選択される部材である１０重量％の第二成分
からなるポリマーブレンドを含むフィルムまたは多層フィルムの一層であって、
前記フィルムが、ストレッチされる前のフィルムの長さに基づいて１００％ストレッチ
され、および、
前記フィルムが、１０ミクロンから３０ミクロンのストレッチされた厚さを有し、前記
ストレッチされたフィルムがＡＳＴＭ

Ｄ３９８５−０５に従って測定して、５，０００

ｃｃ／ｍ２／２４時間から９，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間の酸素透過度を有するフィル
ム。
【請求項２】
前記線状低密度ポリエチレンが、０．９２ｇ／ｃｃの密度、０．１ｇ／１０分から１０
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ｇ／１０分のメルトインデックス、および４７％の結晶化度を有する、請求項１に記載の
フィルム。
【請求項３】
ＩＳＯ７７６５−１−８８Ａに従って測定して、１００ｇから３００ｇのダート衝撃強
さを有する、請求項１または２に記載のフィルム。
【請求項４】
ベールサイレージを製造する方法であって、
請求項１に記載の前記フィルムを含むラッピングフィルムを、飼料作物のベールの周り
に巻き付けるステップと、
前記ラッピングフィルムにより前記ベールの周りに気密性のバリヤーを形成するステッ
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プと、
前記バリヤーにより酸素の前記ベールへの接触を１０，８００ｃｃ／ｍ２／２４時間未
満に抑えるステップと
を含む方法。
【請求項５】
前記ラッピングの間に前記ラッピングフィルムをストレッチするステップを含む、請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
前記第二の成分が、
０．９０ｇ／ｃｃの密度および４９％の結晶化度を有するプロピレンホモポリマー、
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０．９０ｇ／ｃｃの密度および３０．４％の結晶化度を有するプロピレン／エチレンコ
ポリマー、および
エチレン／ブテンコポリマーが０．９５６ｇ／ｃｃの密度および５２．３％の結晶化度
を有する高密度ポリエチレンからなる群から選択される部材である請求項１に記載のフィ
ルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
本出願は、２００８年１０月１日に出願された欧州特許出願第０８３８２０３９．９号
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の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
ポリマーフィルムは、包装において広い用途を有しており、何故ならポリマーフィルム
の特性を、所望される最終用途のために調整することができるからである。オーバーラッ
プフィルムは、例えば、商品、食料品、飼料作物およびバレージを包装するために使用さ
れる。かかる用途において該オーバーラップフィルムは、優れたバリヤー性、優れた機械
的、くっつき、およびストレッチ性、良好な靭性、ならびにパンクチャー、衝撃、および
引裂きに対する強い耐性を有することが重要である。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
当該技術は、改良されたバリヤー性、靭性、引裂き、パンクチャー、および衝撃耐性を
有しており、同時に包装・ラッピング機で使用するための柔軟性および弾力性を提供する
包装フィルムに対する持続的な関心および必要性を維持している。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本開示は、改良されたバリヤー性を有する単層および多層フィルムを対象とする。本件
のフィルムは、また、包装用途および特にストレッチ包装に適する機械的引裂き、衝撃、
パンクチャー、および加工性の特性も有する。実施形態において、フィルムが提供される
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。該フィルムは、第一成分と第二成分とのブレンドを含有する。その第一成分は線状低密
度ポリエチレンである。その第二成分は、プロピレンをベースとするポリマー、高密度ポ
リエチレン、およびそれらの組合せである。そのプロピレンをベースとするポリマーは、
プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィンインターポリマー、プロピレン／
エチレンインターポリマー、プロピレン／エチレンコポリマー、およびそれらの組合せで
ある。そのフィルムは約１ミクロンから約１００ミクロンの厚さを有する。別の実施形態
において、該フィルムは、ＡＳＴＭ

Ｄ３９８５−０５に従って測定して、１０，８００

２

ｃｃ／ｍ

／２４時間未満の酸素透過度を有する。

【０００５】
本開示は、別のフィルムを提供する。実施形態において、多層フィルムが提供される。
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その多層フィルムは、第一の外層と第二の外層との間に位置する内層を有する。その内層
は、高密度ポリエチレン、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィンインタ
ーポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、プロピレン／エチレンコポリマー
、およびそれらの組合せからなる。その第一の外層およびその第二の外層は、同じものか
異なるものであり得る。それぞれの外層は、線状の低密度ポリエチレン、高密度ポリエチ
レン、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィンインターポリマー、プロピ
レン／エチレンコポリマーおよびそれらの組合せからなる。少なくとも１つの外層の厚さ
は、該内層の厚さより大きい。別の実施形態において、該多層フィルムは、約１０，８０
０ｃｃ／ｍ２／２４時間未満の酸素透過度を有する。
【０００６】
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実施形態において、ベールサイレージを製造する方法が提供される。その方法は、飼料
作物のベール（bale、梱包）の周りにラッピングフィルムを巻き付けるステップと、その
ラッピングフィルムによりそのベールの周りに気密性のバリヤーを形成するステップとを
含む。この方法は、そのバリヤーを透過する酸素を１０，８００ｃｃ／ｍ２未満に抑える
ステップを含む。
【０００７】
該ラッピングフィルムは、ストレッチされているかストレッチされていない任意の実施
形態の単層フィルムまたは任意の実施形態の多層フィルムであり得る。実施形態において
、該方法は、ラッピングする間に該ラッピングフィルムをストレッチするステップを含む
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。
【０００８】
実施形態において、該方法は、ＬＬＤＰＥからなるフィルムを用いる従来のベールサイ
レージのラッピング手順によって形成された気密性バリヤーの重量に基づいて約１重量％
から約４０重量％少ないフィルムにより気密性バリヤーを形成するステップを含む。
【０００９】
本開示の１つの利点は、改良されたガスバリヤー性および／または遮水性を有する単層
フィルムおよび／または多層フィルムを提供することである。
【００１０】
本開示の１つの利点は、改良された酸素バリヤー性を有する単層フィルムおよび／また
は多層フィルムを提供することである。
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【００１１】
本開示の１つの利点は、バレージ用途に適する改良されたバリヤー性および衝撃、引裂
き、およびパンクチャー耐性を有する単層フィルムおよび／または多層フィルムを提供す
ることである。
【００１２】
本開示の１つの利点は、従来のバレージラッピング装置を用いて使用することができる
改良されたバリヤー性を有する単層のバレージ用ラッピングフィルムおよび／または多層
のバレージ用ラッピングフィルムを提供することである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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本開示は、改良されたガスバリヤー性を有する単層および多層フィルムを対象とする。
本件のフィルムは、包装用途に対する望ましいストレッチ性およびくっつき性を提供し、
さらに低い酸素透過度を提供する。
【００１４】
実施形態において、フィルムが提供される。該フィルムは、第一成分と第二成分とのブ
レンドを含有する。その第一成分は、線状低密度ポリエチレンである。その第二成分は、
プロピレンをベースとするポリマー、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、およびそれらの
組合せである。そのプロピレンをベースとするポリマーは、プロピレンホモポリマー、プ
ロピレン／α−オレフィンインターポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、
およびそれらの組合せである。そのフィルムは約１ミクロンから約１００ミクロンの厚さ
を有する。該フィルムは、ＡＳＴＭ
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Ｄ３９８５−０５に従って測定して、１０，８００

ｃｃ／ｍ２／２４時間未満の酸素透過度（「ＯＴＲ」）を有する。そのＯＴＲは、約４，
０００ｃｃ／ｍ２／２４時間から約１０，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間であり、約５，０
００ｃｃ／ｍ２／２４時間から約９，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間であり得る。
【００１５】
該フィルムは、単層フィルムであるかまたは多層フィルムの層であり得る。該フィルム
はストレッチされているものまたはストレッチされていなものであり得る。該フィルムは
、約１μｍから約１００μｍ、または約２０μｍから約９０μｍ、または約３０μｍから
約８０μｍの厚さを有する。
【００１６】
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実施形態において、該フィルムは、約１ミクロンから約１００ミクロン、または約１０
ミクロンから約５０ミクロン、または約２０から４０ミクロン、または約２５ミクロンの
厚さを有する単層のストレッチされていないフィルムである。
【００１７】
実施形態において、該フィルムは、約１ミクロンから約１００ミクロン、または約５ミ
クロンから約５０ミクロン、または約１０ミクロンから３０ミクロンの厚さを有する単層
のストレッチされたフィルムである。該フィルムは、約１％から約２００％、または約１
０％から約１００％（ストレッチされる前のフィルムの長さに基づいて）ストレッチされ
る。
【００１８】
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該ブレンドは、第一成分（即ち、線状低密度ポリエチレン）と第二成分の１つだけの部
材（即ち、ＨＤＰＥ、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィンインターポ
リマー、またはプロピレン／エチレンインターポリマーの１つ）とを含む２つのポリマー
のブレンドであり得る。該ブレンドは、また、第一成分と、第二成分の２つまたは３つの
部材との３つまたは４つのポリマーのブレンドであり得る。実施形態において、該ブレン
ドは、２成分のブレンド（即ち、第一成分＋第二成分からの単一ポリマー）である。
【００１９】
該第一成分は、線状の低密度ポリエチレンである。線状低密度ポリエチレン（「ＬＬＤ
ＰＥ」）は、そのＬＬＤＰＥの全体重量に基づく大部分の重量パーセントのエチレンを、
重合した形で含む。実施形態において、該ＬＬＤＰＥは、エチレンと少なくとも１つのエ
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チレン性不飽和コモノマーとのインターポリマーである。一実施形態において、該コモノ
マーは、Ｃ３〜Ｃ２０α−オレフィンである。別の実施形態において、該コモノマーは、
Ｃ３〜Ｃ８α−オレフィンである。別の実施形態において、該Ｃ３〜Ｃ８α−オレフィン
は、プロピレン、１−ブテン、１−ヘキセン、または１−オクテンから選択される。実施
形態において、該ＬＬＤＰＥは、次のコポリマー：エチレン／プロピレンコポリマー、エ
チレン／ブテンコポリマー、エチレン／ヘキセンコポリマー、およびエチレン／オクテン
コポリマーから選択される。さらなる実施形態において、該ＬＬＤＰＥは、エチレン／オ
クテンコポリマーである。
【００２０】
該ＬＬＤＰＥは、約０．８９０ｇ／ｃｃから約０．９４０ｇ／ｃｃ、または約０．９１
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ｇ／ｃｃから約０．９４ｇ／ｃｃの範囲の密度を有する。該ＬＬＤＰＥは、約０．１ｇ／
１０分から約１０ｇ／１０分、または約０．５ｇ／１０分から約５ｇ／１０分のメルトイ
ンデックス（ＭＩ）を有する。
【００２１】
ＬＬＤＰＥは、チーグラーナッタ触媒、またはシングルサイト触媒、例えば、バナジウ
ム触媒およびメタロセン触媒等により製造することができる。実施形態において、該ＬＬ
ＤＰＥは、チーグラーナッタタイプの触媒により製造される。ＬＬＤＰＥは、線状であり
、長鎖の枝分かれは含有しておらず、枝分かれしたまたは不均一に枝分かれしたポリエチ
レンである低密度ポリエチレン（「ＬＤＰＥ」）と異なる。ＬＤＰＥは、ポリマーの主骨
格から伸びる比較的多数の長鎖の枝を有する。ＬＤＰＥは、フリーラジカル開始剤を用い
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て高圧で調製することができ、一般的に、０．９１５ｇ／ｃｃから０．９４０ｇ／ｃｃの
密度を有する。
【００２２】
実施形態において、該ＬＬＤＰＥは、チーグラーナッタ触媒によるエチレンとオクテン
とのコポリマーであり、約０．９１ｇ／ｃｃから約０．９３ｇ／ｃｃ、または約０．９２
ｇ／ｃｃの密度を有する。該ＬＬＤＰＥは、約４０％から約５０％、または約４７％の結
晶化度を有する。適当なチーグラーナッタ触媒によるＬＬＤＰＥの非限定の例は、ミシガ
ン州ミッドランドのＴｈｅ

Ｄｏｗ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃｏｍｐａｎｙから入手できる

商標名ＤＯＷＬＥＸのもとで販売されているポリマーである。さらなる実施形態において
、該ＬＬＤＰＥは、ＤＯＷＬＥＸ
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２０４５Ｓである。

【００２３】
実施形態において、該ＬＬＤＰＥは、シングルサイト触媒作用によるＬＬＤＰＥ（ｓＬ
ＬＤＰＥ）である。本明細書で使用される「ｓＬＬＤＰＥ」は、シングルサイト触媒、例
えば、メタロセン触媒または幾何拘束触媒（constrained geometry catalyst）等を用い
て重合したＬＬＤＰＥである。「メタロセン触媒」は、１つまたは複数の置換または非置
換シクロペンタジエニル部分を４、５、または６族遷移金属との組合せで含有する触媒組
成物である。適当なメタロセン触媒の非限定の例は、その全内容が参照により本明細書に
組み込まれている米国特許第５，３２４，８００号に開示されている。「幾何拘束触媒」
は、周期表の３〜１０族またはランタニド系列の金属および拘束誘発部分により置換され
ている非局在化されたπ結合部分を含む金属配位錯体を含み、前記錯体は、その金属原子
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の周囲に拘束された幾何学的構造を有しており、その結果、その金属のところで非局在化
された置換π結合部分の重心と少なくとも１つの残留置換基の中心との間の角度が、上記
の拘束誘発性置換基のない同様のπ結合部分を含有する同様の錯体の類似の角度より小さ
く、さらに、そのような錯体が、二つ以上の非局在化された置換π結合部分を含むならば
、該錯体の各金属原子に対してその１つだけが、環状で非局在化された置換π結合部分で
ある。その幾何拘束触媒は、さらに活性化触媒を含む。適当な幾何拘束触媒の非限定の例
は、その全内容が参照により本明細書に組み込まれている米国特許第５，１３２，３８０
号に開示されている。
【００２４】
一実施形態において、該ｓＬＬＤＰＥは、０．９４０ｇ／ｃｃ未満または約０．９０ｇ
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／ｃｃから０．９４ｇ／ｃｃの密度を有する。一実施形態において、該ｓＬＬＤＰＥは、
約０．５ｇ／１０分から約３ｇ／１０分、または約０．５ｇ／１０分から約２ｇ／１０分
のメルトインデックスを有する。該ｓＬＬＤＰＥは、単峰性または多峰性（即ち、二峰性
）であり得る。「単峰性ｓＬＬＤＰＥ」は、１つの重合条件の設定下で１つのシングルサ
イト触媒から調製されたＬＬＤＰＥポリマーである。適当な単峰性ｓＬＬＤＰＥの非限定
の例としては、テキサス州ヒューストンのＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃ

ｏｍｐａｎｙから入手できるＥＸＸＡＣＴおよびＥＸＣＥＥＤ、ならびにミシガン州ミッ
ドランドのＴｈｅ

Ｄｏｗ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃｏｍｐａｎｙから入手できるＡＦＦＩ

ＮＩＴＹの商標名の下で販売されているものが挙げられる。
【００２５】
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実施形態において、該ｓＬＬＤＰＥは、多峰性である。「多峰性ｓＬＬＤＰＥ」は、２
つ以上の異なる触媒からおよび／または２つ以上の異なる重合条件下で調製されたＬＬＤ
ＰＥである。「多峰性ｓＬＬＤＰＥ」は、少なくともより低分子量の成分（ＬＭＷ）とよ
り高分子量（ＨＭＷ）の成分とを含む。それぞれの成分は、異なる触媒によりおよび／ま
たは異なる重合条件下で調製される。接頭辞「多」は、そのポリマー中に存在する異なる
ポリマー成分の数と関連する。多峰性ｓＬＬＤＰＥの非限定の例は、その全内容が参照に
より本明細書に組み込まれている米国特許第５，０４７，４６８号に示されている。適当
な多峰性ｓＬＬＤＰＥのさらなる非限定の例としては、ミシガン州ミッドランドのＴｈｅ
Ｄｏｗ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃｏｍｐａｎｙから入手できる商標名ＥＮＨＡＮＣＥＤ

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥおよびＥＬＩＴＥの下で販売されているものが挙げられる。

10

【００２６】
どんな特定の理論でもそれによって制約されることは望まないが、シングルサイト触媒
によるＬＬＤＰＥは、均一に枝分かれしており、一方、チーグラーナッタ触媒によるＬＬ
ＤＰＥは、不均一に枝分かれしているものと考えられる。均一に枝分かれしたＬＬＤＰＥ
により、そのコモノマーは与えられたインターポリマー分子内にランダムに分布しており
、実質的にすべてのインターポリマー分子がそのインターポリマー内で同じエチレン／コ
モノマー比を有する。他方で、不均一に枝分かれしたＬＬＤＰＥは、枝分かれした部分（
非常に低密度のポリエチレンと同類）と実質的に線状の部分（線状のホモポリマーのポリ
エチレンと同類）とを含む枝分かれの分布を有する。
【００２７】

20

例えば、チーグラーナッタ触媒によるＬＬＤＰＥ、例えばＤＯＷＬＥＸ２０４５（約１
ｇ／１０分のメルトインデックス（Ｉ２）、約０．９２ｇ／ｃｍ３の密度、約７．９３の
メルトフロー比（Ｉ１０／Ｉ２）および約３．３４の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）を有する
エチレン／オクテンコポリマー）等は、エチレン性不飽和コモノマーの炭素の数マイナス
２に等しい不均一な短鎖の枝分かれを含有する。そのコモノマーは、特徴的な形で分子間
に分布しており、それによってその分子の一部分が、コモノマーの影響を受けない（free
of）かまたはそれを欠いている（devoid of）。そのコモノマーに影響されない部分は、
さらにそのサンプルの枝分かれ部分と比較して高い分子量を有することを特徴とする。結
晶化に際して、そのコモノマーに影響されない部分は、鎖折り重ね過程を妨げる鎖欠陥が
存在しないために大きな結晶を形成する。大きな結晶は、ガス分子（例えば酸素等）がそ
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の大きな結晶を貫通することができないためにバリヤー性にとっては望ましい。したがっ
て、与えられた結晶化度において、不均一な結晶の大きさの分布は、均一に枝分かれした
ポリエチレンと比較してより大きなガスバリヤー性能を提供する。
【００２８】
一方、均一に枝分かれしたＬＬＤＰＥは、コモノマーの影響を受けない部分を有するか
または有さないものであり得る。コモノマーの影響を受けない部分がないときは、均一に
枝分かれしたＬＬＤＰＥは均一な結晶の大きさの分布を示す。コモノマーの影響を受けな
い部分が存在する場合、そのコモノマーの影響を受けない部分の分子量は枝分かれした部
分と比較して低く、小さい結晶の大きさとなる。それ故、均一に枝分かれしたＬＬＤＰＥ
中の結晶は、実質的に同じ大きさであり、その結晶は、同じコポリマーおよびコポリマー

40

含量を有する不均一に枝分かれしたＬＬＤＰＥで見出される結晶より小さい。そのより小
さい均一に分布された結晶は、不均一に枝分かれしたＬＬＤＰＥのより大きい結晶と比較
したときより小さいガスバリヤー性能を提供する。その結果、不均一に枝分かれしたＬＬ
ＤＰＥ（即ち、チーグラーナッタ触媒によるＬＬＤＰＥ）は、均一に枝分かれしたＬＬＤ
ＰＥ（即ち、シングルサイト触媒によるＬＬＤＰＥ）と比較した場合、より大きいガスバ
リヤー性能を有する。
【００２９】
そのフィルムのブレンドは、第二成分を含む。その第二成分は、プロピレンをベースと
するポリマー、高密度ポリエチレン、およびそれらの組合せである。そのプロピレンをベ
ースとするポリマーは、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィンインター
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ポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、および前述のものの任意の組合せで
あり得る。そのプロピレンホモポリマー（ポリプロピレンとも称される）は、アイソタク
チック、アタクチック、またはシンジオタクチックであり得る。一実施形態において、そ
のプロピレンホモポリマーは、アイソタクチックである。そのプロピレンホモポリマーは
、約０．８８ｇ／ｃｃから約０．９２ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度を有
する。一実施形態において、そのプロピレンホモポリマーは、約１．０ｇ／１０分から１
０ｇ／１０分、または約２．０ｇ／１０分から約８ｇ／１０分のメルトフローレート（Ｍ
ＦＲ）を有する。一実施形態において、そのプロピレンホモポリマーは、約４０％から約
６０％、または、約５０％の結晶化度を有する。
【００３０】

10

実施形態において、そのプロピレンホモポリマーは、アイソタクチックであり、約０．
８８ｇ／ｃｃから約０．９２ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度、約１．０ｇ
／１０分から１０ｇ／１０分、または、約２．１ｇ／１０分のメルトフローレート、およ
び約４０％から約６０％、または、約４９％の結晶化度を有する。
【００３１】
実施形態において、その第二成分のプロピレンをベースとするポリマーは、プロピレン
／α−オレフィンインターポリマー単独あるいはプロピレンホモポリマー、プロピレン／
エチレンインターポリマー、および／またはＨＤＰＥとの組合せである。そのプロピレン
／α−オレフィンインターポリマーは、そのインターポリマーの重量基準で大部分の重量
パーセントのプロピレンと、少なくとも１つのα−オレフィン、または少なくとも１つの

20

Ｃ４〜Ｃ２０α−オレフィン、または少なくとも１つのＣ４〜Ｃ８α−オレフィンとを重
合した形で含む。一実施形態において、そのプロピレン／α−オレフィンインターポリマ
ーは、ランダムインターポリマーである。別の実施形態において、そのプロピレン／α−
オレフィンインターポリマーは、ブロックインターポリマーである。一実施形態において
、そのプロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、約０．８５ｇ／ｃｃから約０．
９５ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度を有する。一実施形態において、その
プロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、約０．１ｇ／１０分から約１０ｇ／１
０分、または約０．５ｇ／１０分から約５．０ｇ／１０分のＭＦＲを有する。一実施形態
において、そのプロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、約２０％から約４０％
、または、約３０％の結晶化度を有する。そのプロピレン／α−オレフィンインターポリ
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マーは、シングルサイト触媒（メタロセンまたは幾何拘束）、チーグラーナッタ触媒、ま
たは非メタロセン金属中心型ヘテロドリール（heterodryl）配位子触媒を用いて形成する
ことができる。プロピレンと共に重合するための適当なコモノマーとしては、１−ブテン
、１−ペンテン、１−ヘキセン、１−ヘプテン、１−オクテン、１−ノネン、１−デセン
、１−ウンデセン、１−ドデセンに加えて、４−メチル−１−ペンテン、４−メチル−１
−ヘキセン、５−メチル−１−ヘキセン、およびビニルシクロヘキサンが挙げられるがこ
れらに限定されない。
【００３２】
一実施形態において、該プロピレン／α−オレフィンインターポリマーのα−オレフィ
ンは、１−ブテン、１−ヘキセン、または１−オクテンから選択される。一実施形態にお

40

いて、該プロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、約０．８５ｇ／ｃｃから約０
．９５ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度、約０．１ｇ／１０分から約１０ｇ
／１０分のメルトフローレート、および約２０％から約４０％、または、約３０％の結晶
化度を有する。
【００３３】
適当なプロピレン／α−オレフィンインターポリマーのその他の非限定の例としては、
プロピレン／１−ブテン、プロピレン／１−ヘキセン、プロピレン／４−メチル−１−ペ
ンテン、プロピレン／１−オクテン、プロピレン／エチレン／１−ブテン、プロピレン／
エチレン／ＥＮＢ、プロピレン／エチレン／１−ヘキセン、プロピレン／エチレン／１−
オクテン、プロピレン／スチレン、およびプロピレン／エチレン／スチレンが挙げられる
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。
【００３４】
実施形態において、該プロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、５０モルパー
セントを越える（重合可能なモノマーの全モル数に基づく）重合したプロピレンを含有す
る。そのようなプロピレンをベースとするポリマーとしては、ＶＥＲＳＩＦＹポリマー（
Ｔｈｅ

Ｄｏｗ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

ー（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ

Ｃｏｍｐａｎｙ）およびＶＩＳＴＡＭＡＸＸポリマ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃｏ．）、ＬＩＣＯＣＥＮＥポリマー（

Ｃｌａｒｉａｎｔ）、ＥＡＳＴＯＦＬＥＸポリマー（Ｅａｓｔｍａｎ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃｏ．）、ＲＥＸＴＡＣポリマー（Ｈｕｎｓｔｍａｎ）、ＶＥＳＴＯＰＬＡＳＴポリマ
ー（Ｄｅｇｕｓｓａ）、ＰＲＯＦＡＸ

ＰＦ−６１１およびＰＲＯＦＡＸ

ＰＦ−８１４

10

（Ｍｏｎｔｅｌｌ）が挙げられる。
【００３５】
実施形態において、その第二成分のプロピレンをベースとするポリマーは、プロピレン
／エチレンインターポリマー単独あるいはプロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オ
レフィンインターポリマー、および／またはＨＤＰＥとの組合せである。そのプロピレン
／エチレンインターポリマーは、そのインターポリマーの重量基準で大部分の重量パーセ
ントのプロピレンと、エチレンと、場合によって、少なくとも１つのα−オレフィン、ま
たは少なくとも１つのＣ４〜Ｃ２０α−オレフィン、または少なくとも１つのＣ４〜Ｃ８
α−オレフィンとを重合した形で含む。一実施形態において、そのプロピレン／エチレン
インターポリマーは、ランダムインターポリマーである。別の実施形態において、そのプ
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ロピレン／エチレンインターポリマーは、ブロックインターポリマーである。一実施形態
において、そのプロピレン／エチレンインターポリマーは、約０．８５ｇ／ｃｃから約０
．９５ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度を有する。一実施形態において、そ
のプロピレン／エチレンインターポリマーは、約０．１ｇ／１０分から約１０ｇ／１０分
、または約０．５ｇ／１０分から約５．０ｇ／１０分のＭＦＲを有する。一実施形態にお
いて、そのプロピレン／エチレンインターポリマーは、約２０％から約４０％、または、
約３０％の結晶化度を有する。そのプロピレン／エチレンインターポリマーは、シングル
サイト触媒（メタロセンまたは幾何拘束）、チーグラーナッタ触媒、または非メタロセン
金属中心型ヘテロアリール配位子触媒を用いて形成することができる。プロピレンおよび
エチレンと共に重合するための適当なコモノマーとしては、１−ブテン、１−ペンテン、
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１−ヘキセン、１−ヘプテン、１−オクテン、１−ノネン、１−デセン、１−ウンデセン
、１−ドデセンに加えて、４−メチル−１−ペンテン、４−メチル−１−ヘキセン、５−
メチル−１−ヘキセン、およびビニルシクロヘキサンが挙げられるがこれらに限定されな
い。
【００３６】
一実施形態において、該プロピレン／エチレンインターポリマーのα−オレフィンは、
１−ブテン、１−ヘキセン、または１−オクテンから選択される。
【００３７】
実施形態において、該プロピレン／エチレンインターポリマーは、約０．８５ｇ／ｃｃ
から約０．９５ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度、約０．１ｇ／１０分から

40

約１０ｇ／１０分のメルトフローレート、および約２０％から約４０％、または、約３０
％の結晶化度を有する。
【００３８】
実施形態において、該プロピレンをベースとするポリマーは、プロピレン／エチレンコ
ポリマーである。そのプロピレン／エチレンコポリマーは、そのコポリマーおよびエチレ
ンの重量基準で大部分の重量パーセントのプロピレンを重合した形で含む。一実施形態に
おいて、そのプロピレン／エチレンコポリマーは、ランダムコポリマーである。別の実施
形態において、そのプロピレン／エチレンコポリマーは、ブロックコポリマーである。一
実施形態において、そのプロピレン／エチレンコポリマーは、約０．８５ｇ／ｃｃから約
０．９５ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度を有する。一実施形態において、
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そのプロピレン／エチレンコポリマーは、約０．１ｇ／１０分から約１０ｇ／１０分、ま
たは約０．５ｇ／１０分から約５．０ｇ／１０分のＭＦＲを有する。一実施形態において
、そのプロピレン／エチレンコポリマーは、約２０％から約４０％、または、約３０％の
結晶化度を有する。そのプロピレン／エチレンコポリマーは、シングルサイト触媒（メタ
ロセンまたは幾何拘束）、チーグラーナッタ触媒、または非メタロセン金属中心型ヘテロ
アリール配位子触媒を用いて形成することができる。実施形態において、そのプロピレン
／エチレンコポリマーは、チーグラーナッタ触媒によるコポリマーである。一実施形態に
おいて、そのプロピレン／エチレンコポリマーは、そのコポリマーの全体重量に基づいて
、２０重量％未満のエチレンコモノマー、あるいは約０．１重量％から約２０重量％、ま
たは約１重量％から約１０重量％、または約２重量％から約５重量％のエチレンコモノマ

10

ーを含有する。
【００３９】
実施形態において、そのプロピレン／エチレンコポリマーは、約０．８５ｇ／ｃｃから
約０．９５ｇ／ｃｃ、または、約０．９０ｇ／ｃｃの密度、約０．１ｇ／１０分から約１
０ｇ／１０分、または約２．０ｇ／１０分のメルトフローレート、および約２０％から約
４０％、または、約３０％の結晶化度を有する。
【００４０】
一実施形態において、該プロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、プロピレン
、α−オレフィンまたはエチレン、および場合によって１つまたは複数の飽和コモノマー
を重合した形で含み、該プロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、以下の特性：
１３

（ｉ）

Ｃ

20

ＮＭＲピークが約１４．６および約１５．７ｐｐｍにおけるレジオエラー

（ｒｅｇｉｏ−ｅｒｒｏｒ）に対応し、そのピークがほぼ同じ強度である、（ｉｉ）約−
１．２０より大きい歪み指数（ｓｋｅｗｎｅｓｓ

ｉｎｄｅｘ）Ｓｉｘ、（ｉｉｉ）本質

的に同じのままであるＴｍｅ、および、該インターポリマー中のコモノマーの量（即ち、
該α−オレフィンまたはエチレンおよび場合によって該不飽和コモノマー（複数可）由来
の単位）が増加すると減少するＴｍａｘを有するＤＳＣ曲線、ならびに（ｉｖ）チーグラ
ーナッタ触媒により調製された類似のインターポリマーより多くのγ型結晶を示すＸ線回
折パターン、の少なくとも１つまたは２つ以上を有するものとして特徴付けられる。特性
（ｉ）において、２つの１３Ｃ

ＮＭＲピークの間の間隔が、約１．１ｐｐｍであること

が注目される。実施形態において、該プロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、
Ｔｈｅ

Ｄｏｗ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ
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Ｃｏｍｐａｎｙから入手できるＶＥＲＳＩＦＹポリ

マーである。このプロピレン／α−オレフィンインターポリマーは、非メタロセン金属中
心型ヘテロアリール配位子触媒を用いて製造される。一般的には、この実施形態のプロピ
レン／α−オレフィンインターポリマーは、この段落の前部分に記載されている４つの特
性の少なくとも１つ、または少なくとも２つ、または少なくとも３つ、またはすべてによ
って特徴付けられる。
【００４１】
該第二成分は、ＨＤＰＥ単独または任意の前述のプロピレンをベースとするポリマーと
の組合せであり得る。そのＨＤＰＥは、エチレンホモポリマーまたはエチレンをベースと
するインターポリマーである。そのエチレンをベースとするインターポリマーは、そのイ
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ンターポリマーおよび１つまたは複数のコモノマーの重量に基づく大部分の重量パーセン
トのエチレンを重合した形で含む。そのＨＤＰＥは、０．９４０ｇ／ｃｃより大きい密度
を有する。実施形態において、そのＨＤＰＥは、約０．９４０ｇ／ｃｃから約０．９７０
ｇ／ｃｃ、または約０．９５０ｇ／ｃｃから約０．９６０ｇ／ｃｃ、または、約０．９５
６ｇ／ｃｃの密度を有する。一実施形態において、そのＨＤＰＥは、約０．１ｇ／１０分
から約１０ｇ／１０分または約０．５ｇ／１０分から約５ｇ／１０分のメルトインデック
スを有する。そのＨＤＰＥは、エチレンと１つまたは複数のＣ３〜Ｃ２０α−オレフィン
コモノマーとを含むことができる。そのコモノマー（複数可）は、線状または分枝状であ
り得る。適当なコモノマーの非限定の例としては、プロピレン、１−ブテン、１−ペンテ
ン、４−メチル−１−ペンテン、１−ヘキセン、および１−オクテンが挙げられる。その
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ＨＤＰＥは、チーグラーナッタ触媒、クロムをベースとする触媒、幾何拘束触媒またはメ
タロセン触媒により、スラリー反応器、気相反応器または溶液反応器中で調製することが
できる。実施形態において、該ＨＤＰＥは、約４０％から約６０％、または、約５０％の
結晶化度を有する。
【００４２】
実施形態において、該ＨＤＰＥは、約０．９５ｇ／ｃｃから約０．９６ｇ／ｃｃの密度
、約１．５ｇ／１０分から約２．５ｇ／１０分のメルトインデックス、および４８％から
約５４％、または約５２％の結晶化度を有するエチレン／ブテンコポリマーである。
【００４３】
10

該ＨＤＰＥは、前述の実施形態の２つ以上を含むことができる。
【００４４】
実施形態において、該ＨＤＰＥは、エチレン／オクテンコポリマーであり、約０．９４
０ｇ／ｃｃから約０．９７０ｇ／ｃｃ、または、約０．９５６ｇ／ｃｃの密度、約０．１
ｇ／１０分から約１０ｇ／１０分、または、約２．０ｇ／１０分のメルトインデックス、
および約４０％から約６０％、または、約５２％の結晶化度を有する。
【００４５】
実施形態において、該フィルムは、第一および第二成分の合計重量に基づいて、約６０
重量％から約９９重量％の第一成分と約４０重量％から約１重量％の第二成分とを含有す
る。別の実施形態において、該第一成分は、該フィルムの約８０重量％から約９５重量％
、または約９０重量％の量で存在し、該第二成分は、該フィルムの約２０重量％から約５
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重量％、または、約１０重量％の量で存在する。
【００４６】
実施形態において、該フィルムは、第一および第二成分の合計重量に基づいて、約６０
重量％から約９９重量％、または約８０重量％から約９５重量％の第一成分と、約４０重
量％から約１重量％、または約２０重量％から約５重量％の第二成分とを含有する。別の
実施形態において、該フィルムは、約９０重量％の線状の低密度ポリエチレンと、約１０
重量％のプロピレンホモポリマーとを含有する。そのプロピレンをベースとするポリマー
は、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィンインターポリマー、プロピレ
ン／エチレンインターポリマー、およびそれらの組合せであり得る。
30

【００４７】
実施形態において、該フィルムは、約９０重量％の線状の低密度ポリエチレンと、約１
０重量％の高密度ポリエチレンとを含有する。その重量パーセントは、第一および第二成
分の合計重量に基づく。
【００４８】
実施形態において、該フィルムは、単層のフィルムであり、幅方向（ＣＤ）に約４００
ｇから約９００ｇ、または約５００ｇから約８００ｇのエルメンドルフ引裂き値を有する
。さらなる実施形態において、該フィルムは、流れ方向（ＭＤ）において約１００ｇから
約５００ｇ、または約２００ｇから約４００ｇのエルメンドルフ引裂き値を有する。その
エルメンドルフ引裂き値は、ＡＳＴＭ

Ｄ−１９２２−０６（タイプ−Ａ）に従って測定
40

される。
【００４９】
実施形態において、該フィルムは、単層フィルムであり、約５０ｇから約４００ｇ、ま
たは約１００ｇから約３００ｇのダート衝撃強さを有する。そのダート衝撃強さは、ＩＳ
Ｏ７７６５−１−８８方法Ａにより測定される。
【００５０】
実施形態において、該フィルムは、単層フィルムであり、約５ｇから約２５ｇ、または
約１０ｇから約２０ｇのパンクチャー力を有する。そのパンクチャー力は、ＡＳＴＭ

Ｄ

−５７４８−９５に従って測定される。
【００５１】
本件の単層フィルムは、本明細書に記載されている２つ以上の実施形態によって製造す
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ることができる。その単層フィルムのブレンドは、本明細書に開示されている２つ以上の
成分を含むことができる。その第一成分は、本明細書に開示されている２つ以上の実施形
態を含むことができる。その第二成分は、本明細書に開示されている２つ以上の実施形態
を含むことができる。
【００５２】
実施形態において、多層フィルムが提供される。その多層フィルムは、２、３、４、５
、６、７またはそれ以上の層を含むことができる。その多層フィルムの個々の層は、同じ
ものか異なるものであり得る。
【００５３】
実施形態において、その多層フィルムは、内層、第一の外層および第二の外層を含む。

10

その内層は、その第一の外層と第二の外層との間に位置する。別の実施形態において、「
外側／内側／外側」の層配置において、その内層は、１つの表面の第一の外層、および反
対側の表面の第二の外層と隣接している。その外層（１つまたは２つ）の１つ（またはそ
れぞれ）の厚さは、その内層の厚さより大きい。
【００５４】
一実施形態において、その内層、その第一の外層およびその第二の外層の厚さは、同じ
であるかまたは異なることができる。一実施形態において、その第一の外層およびその第
二の外層の厚さは、同じであるかまたは異なることができる。
【００５５】
実施形態において、該外層（１つまたは２つ）の１つ（または両方）の厚さは、該内層
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の厚さより少なくとも２倍、または４倍の大きさであり得る。さらなる実施形態において
、その第一の外層および第二の外層の厚さは、同じであるかまたは異なることができる。
【００５６】
実施形態において、その第一の外層と第二の外層を組み合わせた厚さは、その多層フィ
ルムの全体の厚さの約７０％から約９９．５％である。一実施形態において、その内層の
厚さは、その多層フィルムの全体の厚さの約３０％以下、または約０．５％から２０％以
下である。
【００５７】
実施形態において、その第一の外層は、その第二の外層と同じ厚さを有する。
【００５８】
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一実施形態において、１つ（または両方）の外層（複数可）は、該内層の厚さより大き
い厚さを有する。
【００５９】
実施形態において、それぞれの外層の厚さは、該多層フィルムの全体の厚さの約３５％
から約４９．７５％であり、内層の厚さは、該多層フィルム全体の厚さの約３０％から約
０．５％である。一実施形態において、該多層フィルムは、該多層フィルム全体の厚さに
基づき、４０／１０／４５（外層／内層／外層）の層の厚さ分布（パーセント）を有する
。別の実施形態において、該多層フィルムは、該多層フィルム全体の厚さに基づき、４０
／２０／４０の層の厚さ分布を有する。
【００６０】

40

実施形態において、該内層は、該多層フィルムの全体の厚さの２０％以下、または約０
．５％から２０％である厚さを有する。さらなる実施形態において、該第一および第二の
外層は、同じ厚さを有する。
【００６１】
該多層フィルムはストレッチされたものまたはストレッチされていないものであり得る
。実施形態において、該多層フィルムは、約１μｍから約１００μｍ、または約２０μｍ
から約９０μｍ、または約３０μｍから約８０μｍの厚さを有する。
【００６２】
実施形態において、該多層フィルムは、ストレッチされていないフィルムであり、約１
ミクロンから１００ミクロン、または約１０ミクロンから約５０ミクロン、または約２０
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ミクロンから約４０ミクロン、または約２５ミクロンの厚さを有する。
【００６３】
実施形態において、該多層フィルムは、ストレッチされているフィルムであり、約１ミ
クロンから約１００ミクロン、または約５ミクロンから約５０ミクロン、または約１０ミ
クロンから約３０ミクロン、または約２５ミクロンの厚さを有する。該フィルムは、スト
レッチされる前のそのフィルムの長さの約１％から約２００％、または約１０％から約１
００％ストレッチされる。
【００６４】
該多層フィルムは、ＡＳＴＭ

Ｄ３９８５−０５に従って測定して、１０，８００ｃｃ

２

／μｍ

／２４時間未満の酸素透過度（ＯＴＲ）を有する。実施形態において、そのＯＴ

10

Ｒは、約２０００ｃｃ／ｍ２／２４時間から約１０，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間、また
は約５，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間から約９，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間、または約
６，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間から約８，０００ｃｃ／ｍ２／２４時間である。
【００６５】
実施形態において、該内層は、以下の成分：高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、プロピ
レンをベースとするポリマー（即ち、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフ
ィンインターポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、および／またはプロピ
レン／エチレンコポリマー）の１つまたは複数を含む。該ＨＤＰＥ、該プロピレンホモポ
リマー、該プロピレン／α−オレフィンインターポリマー、該プロピレン／エチレンイン
ターポリマー、およびプロピレン／エチレンコポリマーとしては、それぞれの成分につい
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て上で既に開示した任意のそれぞれのＨＤＰＥ、プロピレンホモポリマー、プロピレン／
α−オレフィンインターポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、またはプロ
ピレン／エチレンコポリマーを挙げることができる。実施形態において、該内層は、単一
成分である。例えば、該内層は、ＨＤＰＥ、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−
オレフィンインターポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、またはプロピレ
ン／エチレンコポリマーの１つだけからなる。
【００６６】
該多層フィルムは、また、第一の外層および第二の外層を含む。その第一の外層および
第二の外層の組成および／または厚さは、同じかまたは異なることができる。一実施形態
において、その第一の外層および第二の外層は、それぞれ、次の成分：ＬＬＤＰＥ、ＨＤ
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ＰＥ、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィンインターポリマー、プロピ
レン／エチレンインターポリマー、および／またはプロピレン／エチレンコポリマー、の
１つまたは複数からなる。該ＬＬＤＰＥ、該ＨＤＰＥ、該プロピレンホモポリマー、該プ
ロピレン／α−オレフィンインターポリマー、該プロピレン／エチレンインターポリマー
、および該プロピレン／エチレンコポリマーは、上で既に開示した任意のそれぞれのポリ
マーであり得る。該ＬＬＤＰＥは、上で開示したｓＬＬＤＰＥであり得る。
【００６７】
実施形態において、該多層フィルムの内層および／または１つ（または両方）の外層（
１つまたは複数）は、単層フィルムについて本明細書で開示した任意のブレンドであり得
る。

40

【００６８】
実施形態において、該外層の少なくとも１つは、単一成分である。したがって、少なく
とも１つの外層は、以下：ＬＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、プロピレンホモポリマー、プロピレン
／α−オレフィンインターポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、またはプ
ロピレン／エチレンコポリマーの１つだけからなる。さらなる実施形態において、その第
一の外層は、単一成分からなり、その第二の外層は、単一成分からなる。それぞれの外層
におけるその単一成分は、同じものか異なるものであり得る。
【００６９】
実施形態において、それぞれの層は単一成分である。したがって、それぞれの外層は、
次のもの：ＬＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、プロピレンホモポリマー、プロピレン／α−オレフィ
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ンインターポリマー、プロピレン／エチレンインターポリマー、またはプロピレン／エチ
レンコポリマーの１つだけからなる。該内層は、次のもの：該高密度ポリエチレン（ＨＤ
ＰＥ）、該プロピレンホモポリマー、または該プロピレン／α−オレフィンインターポリ
マーの１つだけからなる。
【００７０】
実施形態において、該内層は、該外層の少なくとも１つと直接接触している。本明細書
で使用される「接触」とは、触れる、相互作用する、および／または接する作用または状
態である。したがって、１つの層が別の（または他の）層「と直接接触している」または
「に直接接触する」状態にあるとき、その１つの層は、その他の層と、その１つの層とそ
の他の層との間に介在する層（１つまたは複数）および／または介在する構造物（１つま

10

たは複数）が存在しないように、直接隣接して、その他の層に触れ、相互作用し、および
／または接する。
【００７１】
さらなる実施形態において、該内層は、該第一の外層および該第二の外層と同一の広が
りを持つか実質的に同一の広がりを持ち、その内層は、その第一の外層に直接接触し、そ
の内層は、その第二の外層に直接接触する。したがって、該多層フィルムは、その第一の
外層とその内層との間につなぎ層（または介在層）を、および／または、その第二の外層
とその内層との間につなぎ層（または介在層）を含まない。
【００７２】
実施形態において、少なくとも１つの外層は、最も外側の層である。本明細書で使用さ
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れる「最も外側の層」とは、内層から最も離れた層である。最も外側の層は、しばしば、
表皮層または表面層と呼ばれる。別の実施形態において、その少なくとも１つの最も外側
の層は、直接その内層に接している。
【００７３】
実施形態において、その第一の外層およびその第二の外層は、両方とも最も外側の層で
ある。別の実施形態において、その第一の最も外側の層およびその第二の最も外側の層は
、直接その内層に接している。
【００７４】
該多層フィルムは、積層フィルムまたは共押出しフィルムであり得る。実施形態におい
て、その多層フィルムは共押出しフィルムであり、それによって少なくとも１つのその外
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層はその内層に対して共押出しされている。さらなる実施形態において、その第一の外層
は、その内層に対して共押出しされ、その第二の外層も、その内層に対して共押出しされ
る。なおもさらなる実施形態において、その第一と第二の外層は、その内層に対して共押
出しされた最も外側の層である。
【００７５】
実施形態において、該内層はＨＤＰＥであり、少なくとも１つ、または両方の外層（１
つまたは２つ）は、ＬＬＤＰＥである。そのＨＤＰＥ／ＬＬＤＰＥは、本明細書に開示さ
れている任意のＨＤＰＥ／ＬＬＤＰＥであり得る。そのＬＬＤＰＥは、本明細書に開示さ
れている任意のＬＬＤＰＥまたはｓＬＬＤＰＥであり得る。さらなる実施形態において、
該ＨＤＰＥは、約０．９５６ｇ／ｃｃの密度、約２．０ｇ／１０分のメルトインデックス

40

、および約５２％の結晶化度を有する。該ＬＬＤＰＥは、約０．９２ｇ／ｃｃの密度、約
１．０ｇ／１０分のメルトインデックス、および約４７％の結晶化度を有する。さらなる
実施形態において、該ＬＬＤＰＥ／ＨＤＰＥ／ＬＬＤＰＥ層構造は、約５，０００ｃｃ／
μｍ２／２４時間から約７，０００ｃｃ／μｍ２／２４時間のＯＴＲを有する多層フィル
ムを提供する。
【００７６】
実施形態において、該内層は、プロピレンホモポリマーであり、少なくとも１つ、また
は両方の外層（１つまたは２つ）は、ＬＬＤＰＥまたはｓＬＬＤＰＥである。そのプロピ
レンホモポリマーは、本明細書に開示されている任意のプロピレンホモポリマーであり得
る。そのＬＬＤＰＥは、本明細書に開示されている任意のＬＬＤＰＥであり得る。実施形
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態において、該プロピレンホモポリマーは、約０．９０ｇ／ｃｃの密度および約２．１ｇ
／１０分のメルトフローレート、ならびに約４９％の結晶化度を有する。該ＬＬＤＰＥ／
ＰＰ／ＬＬＤＰＥ層構造は、約６，０００ｃｃ／μｍ２／２４時間から約８，０００ｃｃ
／μｍ２／２４時間のＯＴＲを有する多層フィルムを提供する。
【００７７】
実施形態において、該内層は、約０．９４０ｇ／ｃｃから約０．９７０ｇ／ｃｃ、また
は、約０．９５６ｇ／ｃｃの密度、約０．１ｇ／１０分から約１０ｇ／１０分、または、
約２．０ｇ／１０分のメルトインデックス、および約４０％から約６０％、または、約５
２％の結晶化度を有するエチレン／ブテンコポリマーである高密度ポリエチレンである。
それぞれの外層は、約０．９１ｇ／ｃｃから約０．９３ｇ／ｃｃ、または、約０．９２ｇ
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／ｃｃの密度、約０．１ｇ／１０分から約１０ｇ／１０分、または、約１．０ｇ／１０分
のメルトインデックス、および約４０％から約５０％、または、約４７％の結晶化度を有
するエチレン／オクテンコポリマーである線状低密度ポリエチレンである。
【００７８】
実施形態において、該内層は、約０．８８ｇ／ｃｃから約０．９２ｇ／ｃｃ、または、
約０．９０ｇ／ｃｃの密度、約１．０ｇ／１０分から約１０ｇ／１０分、または、約２．
１ｇ／１０分のメルトフローレート、および約４０％から約６０％、または、約４９％の
結晶化度を有するプロピレンホモポリマーである。それぞれの外層は、約０．９１ｇ／ｃ
ｃから約０．９３ｇ／ｃｃ、または、約０．９２ｇ／ｃｃの密度、約０．１ｇ／１０分か
ら約１０ｇ／１０分、または、約１．０ｇ／１０分のメルトインデックス、および約４０
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％から約５０％、または、約４７％の結晶化度を有するエチレン／オクテンコポリマーで
ある線状低密度ポリエチレンである。
【００７９】
実施形態において、該内層は、約０．８５ｇ／ｃｃから約０．９５ｇ／ｃｃ、または、
約０．９０ｇ／ｃｃの密度、約０．１ｇ／１０分から約１０ｇ／１０分、または、約２．
０ｇ／１０分のメルトフローレート、および約２０％から約４０％、または、約３０％の
結晶化度を有するプロピレン／エチレンコポリマーである。それぞれの外層は、約０．９
１ｇ／ｃｃから約０．９３ｇ／ｃｃ、または、約０．９２ｇ／ｃｃの密度、約０．１ｇ／
１０分から約１０ｇ／１０分、または、約１．０ｇ／１０分のメルトインデックス、およ
び約４０％から約５０％、または、約４７％の結晶化度を有するエチレン／オクテンコポ
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リマーである線状低密度ポリエチレンである。
【００８０】
実施形態において、該多層フィルムは、約１００ｇから約３００ｇ、または約１４０ｇ
から約２１０ｇのダート衝撃強さを有する。
【００８１】
実施形態において、該多層フィルムは、約５Ｎから約２５Ｎ、または約６Ｎから約２０
Ｎのパンクチャー力を有する。
【００８２】
実施形態において、該多層フィルムは、約５００ｇから約７００ｇ、または約５５０ｇ
から約６８０ｇのエルメンドルフ引裂き値（ＣＤ）を有する。別の実施形態において、該
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多層フィルムは、約２００ｇから約４００ｇ、または約２５０ｇから約３５０ｇのエルメ
ンドルフ引裂き値（ＭＤ）を有する。
【００８３】
実施形態において、１つ（または両方）の外層（１つまたは２つ）は、ブレンドであり
得る。例えば、１つ（または両方）の外層（１つまたは２つ）は、単層フィルムに関して
本明細書に開示されている任意のブレンドであり得る。実施形態において、１つ（または
両方）の外層（１つまたは２つ）は、約９０重量％の線状低密度ポリエチレンおよび約１
０重量％のプロピレンホモポリマーを含有する。別の実施形態において、１つ（または両
方）の外層（１つまたは２つ）は、約９０重量％の線状低密度ポリエチレンおよび約１０
重量％の高密度ポリエチレンを含有する。

50

(15)

JP 5852884 B2 2016.2.3

【００８４】
実施形態において、両方の外層は、ブレンドであり得る。例えば、それぞれの外層は、
単層フィルムに関して本明細書に開示されている任意のブレンドであり得る。実施形態に
おいて、それぞれの外層は、約９０重量％の線状低密度ポリエチレンと約１０重量％のプ
ロピレンホモポリマーとを含有する。別の実施形態において、それぞれの外層は、約９０
重量％の線状低密度ポリエチレンと約１０重量％の高密度ポリエチレンとを含有する。
【００８５】
実施形態において、５層の多層フィルムが提供される。その個々の層は、同じものかま
たは異なるものであり得る。その個々の層は、任意の層に対して本明細書に既に開示され
ている、任意の組成またはブレンドであり得る。その多層フィルムは７層を含むこともで

10

きる。
【００８６】
実施形態において、その５層フィルムは、２つの最も外側の層を含み、それぞれの最も
外側の層が、ＬＬＤＰＥである。その内層は、本明細書に開示されている任意の組成物ま
たはブレンドであり得る。
【００８７】
実施形態において、該５層の多層フィルムは、約１０００ｃｃ／ｍ２／日から約４００
０ｃｃ／ｍ２／日、または約２０００ｃｃ／ｍ２／日から約３０００ｃｃ／ｍ２／日の酸
素透過度を有する。
【００８８】
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本件の多層フィルムは、本明細書に開示されている２つ以上の実施形態によって製造す
ることができる。該内層および／または外層がブレンドである場合、そのブレンドは、本
明細書に開示されている２つ以上の成分を含むことができる。その内層は、本明細書に開
示されている２つ以上の実施形態を含むことができる。その他の層は、本明細書に開示さ
れている２つ以上の実施形態を含むことができる。
【００８９】
前述の単層および／または多層フィルム（またはそれらの個々の層）のどれも、１つま
たは複数の添加剤を含むことができる。適当な添加剤としては、接着促進剤、酸化防止剤
、ブロッキング防止剤、帯電防止剤、遮光添加剤（顔料）、着色剤、染料、充填剤（シリ
カ、タルク）、難燃剤、熱安定剤、滑剤、成核剤、加工助剤、離型剤、スリップ剤、スモ

30

ークインヒビター（smoke inhibitor）、熱安定剤、紫外線安定剤、粘度調整剤、ワック
ス、およびこれらの任意の組合せが挙げられるがこれらに限定されない。
【００９０】
実施形態において、本開示の単層フィルムおよび／または多層フィルムは、クリングフ
ィルムである。本明細書で使用される「クリングフィルム」とは、特にそのフィルムがオ
ーバーラップ（overwrapped）されるかそれ自身の上に一部が重なるかさもなければそれ
自身に接触したとき、それ自身に接着するフィルムである。別の実施形態において、本件
のフィルムのどれかはストレッチフィルムであり得る。
【００９１】
本件の単層および多層フィルムは、望ましい衝撃、パンクチャー、および引裂き耐性と
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相まって、改良されたガスバリヤー性（酸素、窒素、二酸化炭素）および／または遮水性
を提供することが意外にも見出されている。本件のフィルムは、同様の厚さの従来のフィ
ルムと比較して改良されたバリヤー性を有利に提供する。その単層フィルムおよび／また
は多層フィルムは、インフレーションフィルム（共）押出し、バブル（共）押出し、キャ
スト（共）押出しまたはラッピングフィルム（共）押出しおよび積層等、非限定の技術に
より製造することができる。多層フィルムの場合、１つまたは両方のその外層は、その内
層に対して共押出しすることができる。いずれの製造プロセスも、形成されたフィルムを
１方向（流れ方向または幅方向）、または２方向（流れ方向または幅方向）にストレッチ
するステップを含むことができる。
【００９２】
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実施形態において、該単層フィルムおよび／または該多層フィルムは、インフレーショ
ンフィルム（blown film）である。本明細書で使用される「インフレーションフィルム」
とは、ポリマー溶融物（複数可）を輪状の金型から押出して（または共押出しして）チュ
ーブとし、それを同時にその金型から引き離し、その金型と１つまたは複数のニップロー
ル等のつぶし装置との間に捕捉された気泡を覆い、その間、空気を外側のフィルムのチュ
ーブ表面の周囲に吹きつけてそのチューブを安定化し急冷することによって製造されるフ
ィルムである。
【００９３】
該インフレーションフィルムプロセスにおいて、その外側のフィルム表面および場合に
よってはまたその内側のフィルムのチューブ表面の室温以下の空気との接触は、半径方向

10

に拡大しているチューブ状のポリマー溶融物を、それが金型を離れ、閉じ込められた気泡
の上を移動するときに冷却し、それによってそれが固化することを引き起こす。ポリマー
溶融物から固体への転移点は、通常フロストラインとして知られる。そのフロストライン
より上で、膨らんだ即ちインフレートしたチューブは、拡大された流体（一般的には空気
）の泡を維持するためにチューブ内に空気を閉じ込めるニップロールにより折り畳まれて
供給される。場合によって、この気泡は、連続的に冷たい空気（例えば、約４５〜５５°
Ｆ（７〜１３℃））を供給し、一方、同時に温かい空気を気泡内部から金型を通して除去
することによって、拡大したフィルムのチューブを内部から冷却するために使用すること
ができる。この空気の交換は、均一な大きさの最終的なインフレーションフィルムを製造
するために、通常は一定の割合で行われる。その内側の気泡冷却は、そのフィルムの急冷
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に役立ち、改良された光学特性（即ち、より低い曇りおよびより高い光沢）を有するフィ
ルムを製造することもできる。ブローアップ比は、放射状に膨張し冷却した後のフィルム
の外周対金型開口部の外周の比であり、既知の輪状の金型開口部の寸法からと、押し潰し
た幅広の冷却したチューブ状のフィルムの横方向幅を測定することによって決定すること
ができる。典型的なブローアップ比は、２：１から５：１の範囲である。インフレーショ
ンフィルムの寸法および特性は、ブローアップ比および／またはそのフィルムのそれが金
型から流れ方向に、例えば運転されるニップロールによって取り出すときのそのフィルム
の引取り（または引寄せ）速度を変えることによって調節することができる。
【００９４】
該単層フィルムおよび／または該多層フィルムは、後処理技術にかけることができる。
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後処理技術の非限定の例としては、放射線処理、コロナ処理、シラン硬化、および／また
はポリマーグラフティングが挙げられる。単／多層フィルムに受けさせることができるシ
ーリング技術としては、ヒートシーリング、接着シーリング、ヒートバーシーリング、イ
ンパルス加熱、片面溶接、および／または超音波溶接が挙げられる。
【００９５】
一実施形態において、該単層フィルムおよび／または該多層フィルムは、ストレッチす
ることができる。そのストレッチングは、単一方向（流れ方向または幅方向）、または２
方向（流れ方向または幅方向）であり得る。該単／多層フィルムは、ストレッチされる前
のフィルムの１％から約２００％の長さ、またはストレッチされる前のフィルムの１０％
から約１００％の長さをストレッチすることができる。別の実施形態において、該単／多
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層フィルムは、１００％流れ方向にストレッチされたフィルムである。
【００９６】
本開示の単層および多層フィルムの製造においては、その押出したものの緩やかな、増
加する、規則的な冷却が該単層フィルムおよび／または該多層フィルムの１つまたは複数
の層の結晶化度を有利に増加させることが意外なことに見出されている。該フィルムおよ
び／または該フィルム層のバリヤー性は、その結晶化度が増すと増加する。
【００９７】
実施形態において、ベールサイレージを製造する方法が提供される。その方法は、飼料
作物のベールの周りにラッピングフィルムを巻き付けるステップと、そのベールの周りに
バリヤーを形成するステップとを含む。本明細書で使用される「ラッピングフィルム」と
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は、本明細書に開示されている任意の単層フィルムまたは任意の多層フィルムである。そ
のラッピングフィルムは、１つ、２つ、３つ、４つ、またはそれ以上の層のラッピングフ
ィルムからなるバリヤーを生ずるためにそのベールの周りに巻きつけられる。本明細書で
使用される「バリヤー」とは、酸素の透過を減少する気密性の覆いまたは気密性の包装で
ある。したがって、そのバリヤーは、単層のラッピングフィルムまたは多層のラッピング
フィルムであり得る。該方法は、そのバリヤーにより、そのベールに接触する酸素を１０
，８００ｃｃ／ｍ２／２４時間未満に防ぐことを含む。
【００９８】
本明細書で使用される「ベールサイレージ」とは、形成されてベールとなる１つまたは
複数の飼料作物であり、酸素を排除するために包装材料（一般的にはポリマーフィルム）
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により覆われている。「飼料作物」は、栽培して家畜に供給する任意の植物である。ベー
ルサイレージに適する飼料作物の非限定の例としては、豆、クローバー、トウモロコシ、
トウモロコシの茎、牧草、穀物（オオムギ、オートムギ、コメ、コムギ、ライムギ、キビ
）、マグサ、マメ科植物（ムラサキウマゴヤシ、ムラサキツメクサ、シロツメクサ、タチ
オランダゲンゲ、バーズフットトレフォイル、ベッチ、スイートクローバ）、ソルガム、
ダイズ、野菜、および前述のものの任意の組合せが挙げられる。
【００９９】
そのベールは、当技術分野では公知のようにして包装することができる。実施形態にお
いて、ベールラッピング装置は、ベールの周囲にラッピングフィルムを巻きつけてバリヤ
ーを形成する。ベールラッピング装置は、一般的にはそのベールを持ち上げてそれをラッ

20

ピングテーブル上に置くローディングアームを含む。そのラッピングテーブルは、そのテ
ーブルそれ自体が回転する間にそのベールを回転させるローラーおよびベルトを含む。デ
ィスペンス装置が、１つまたは複数のラッピングフィルムの巻物を提供する。そのベール
が回転すると、そのラッピングフィルムは、それがディスペンス装置によって引っ張られ
るために一般的にはストレッチされ、該ベールの周りにきつく巻きつけられて酸素をその
ベールから除去する。そのテーブルが所定回数回転したとき、持ち上げ装置がそのラッピ
ングテーブルを傾けてその包装されたベールをラッピングテーブルから倒す。そのディス
ペンス装置は、その包装されたベールがそのラッピングテーブルから落ちる前にそのラッ
ピングフィルムを切断する。ベールラッピング装置の操作は、自動的に（コンピューター
または同様のロジックにより）または手動で制御することができる。従来のベールラッピ
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ング手順は、一般的にはベールを約４つ〜約６つの層のラッピングフィルムを巻きつけて
ベールサイレージを製造している。
【０１００】
包装されるとすぐに、その飼料作物は、サイロに入れるプロセスを受け、それによって
嫌気性微生物が、その飼料作物中に存在する炭水化物を発酵させて乳酸形成サイレージに
する。その発酵プロセスは、その他の有害な微生物の成長を阻止する。ベールサイレージ
は、一般的には、約４０重量％から約６０重量％の水分含量を有する。
【０１０１】
そのベールサイレージを覆い、取り囲み、またはさもなければ包み込んでいるそのバリ
ヤーに対する損傷は好ましくない。例えば、そのバリヤー中の穴傷または裂け目は、酸素
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がベールサイレージに入ることを可能にする。ベールサイレージ中の酸素は、サイレージ
の好気性菌による劣化を引き起こし、その結果損傷物をもたらす。本件の単層および多層
フィルムは、改良されたバリヤー性および改良された衝撃、引裂き、およびパンクチャー
抵抗の提供によりベールサイレージの好気性菌による劣化を有利に防止する。本件のフィ
ルムは、さらに、約１日から約１年またはそれ以上の長期間にわたり、気密性のバリヤー
を無傷のまま維持する適当なくっつき性を示す。
【０１０２】
実施形態において、該ベールサイレージの製造方法は、該ラッピングフィルムを該ベー
ルの周りに巻きつけるステップと、約２層から約６層、または約２層から約４層のラッピ
ングフィルムにより気密性のバリヤーを形成するステップとを含む。別の実施形態におい
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て、該ベールサイレージの製造方法は、２つのラッピングフィルム層から４つ以下のラッ
ピングフィルム層による気密性バリヤーを形成するステップを含む。本件フィルムの改良
された酸素遮断能力は、従来のベールサイレージフィルムと比較した場合、ベールに対し
て同等以上の酸素耐性を提供しながら、より少ない層数のラッピングフィルムにより、気
密性のバリヤーを形成することを可能にする。さらなる実施形態において、該ラッピング
フィルムは、それがベールの周りに巻きつけられるときストレッチされる。
【０１０３】
本件のフィルムは、従来のサイレージフィルムと比較すると改良された酸素バリヤー性
を有する。実施形態において、該ベールサイレージの製造方法は、任意の本件のフィルム
をベールに巻きつけて、ＬＬＤＰＥからなるフィルムを用いる従来のベールサイレージ巻

10

きつけ手順によって形成される気密性バリヤーの重量に基づいて、約１重量％から約４０
重量％、または約５重量％から約３０重量％、または約１０重量％から約２０重量％少な
いフィルムによる気密性バリヤー（１０，８００ｃｃ／ｍ２／２４時間未満のＯＴＲを有
する）を形成するステップを含む。別の実施形態において、該ベールサイレージの製造方
法は、任意の本件のフィルムをベールに巻きつけて、ＤＯＷＬＥＸ２０４５フィルムから
なり、従来のベール巻きつけ手順によって形成される気密性バリヤーの重量より、約１％
から約４０％、または約５％から約３０％、または約１０重量％から約２０重量％少ない
重量を有する気密性バリヤー（１０，８００ｃｃ／ｍ２／２４時間未満のＯＴＲを有する
）を形成するステップを含む。
【０１０４】
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本件のフィルムの別の利点は、ベールサイレージの好気性菌による劣化を、（１）従来
より薄いラッピングフィルムにより、および／または（２）ベールをより少ないラッピン
グフィルムでオーバーラップして防止することができることである。したがって、本件の
フィルムは、ベールに対して同等以上の酸素バリヤーの保護を提供しながら必要とするラ
ッピングフィルムはそれより少ない。
【０１０５】
実施形態において、該ベールサイレージの製造方法は、フィルムをストレッチするステ
ップを含む。そのストレッチングは、ラッピングの前または途中で起こり得る。そのフィ
ルムは、ストレッチされる前のフィルムの１％から約２００％、またはストレッチされる
前のフィルムの約１０％から約１００％ストレッチされ得る。
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【０１０６】
実施形態において、該バリヤーは、約１μｍから約１００μｍ、または約２μｍから約
５０μｍ、または約５μｍから約３０μｍの厚さを有する。
【０１０７】
本件のフィルムは、該サイレージの好気性菌による劣化を防止するために、従来のベー
ルサイレージフィルムと比較してより少ないフィルム材料を必要とするベールサイレージ
用のバリヤー層を有利に提供する。
【０１０８】
実施形態において、空気に敏感な品目を包装するための方法を提供する。その方法は、
空気に敏感な品目の周りにラッピングフィルムを巻きつけるステップおよび空気に敏感な
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品目の周りにバリヤーを形成するステップを含む。そのラッピングフィルムは、空気に敏
感な品目の周りに、１つ、２つ、３つ、４つ、またはそれ以上のラッピングフィルムの層
からなるバリヤーを生ずるように巻きつけられる。その方法は、そのバリヤーにより、該
空気に敏感な品目と接触する酸素を１０，８００ｃｃ／ｍ２／２４時間未満に防ぐステッ
プをさらに含む。
【０１０９】
本明細書で使用される「空気に敏感な品目」とは、空気にさらされると価値が下がる品
目である。空気に敏感な品目の非限定の例としては、食料品、家財道具、化学物質、およ
び医薬が挙げられる。該ラッピングフィルムは、その空気に敏感な品目の上に巻きつけて
、その空気に敏感な品目の周囲を直接取り巻くバリヤーを形成することができる。
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【０１１０】
実施形態において、その空気に敏感な品目は、容器中に供給される。容器の非限定の例
としては、瓶、箱、缶、ダンボール箱、木箱、ドラム缶、およびバイアルが挙げられる。
その容器は、その後、ラッピングフィルムを巻きつける。その方法は、そのバリヤーによ
り、その容器と接触する酸素を１０，８００ｃｃ／ｍ２／２４時間未満に防ぐステップを
含む。
【０１１１】
定義
本明細書における元素の周期表のすべての言及は、２００３年、ＣＲＣ
Ｉｎｃ．により出版され版権が取得された元素の周期表（ｔｈｅ
ａｂｌｅ

ｏｆ

ｔｈｅ

Ｐｒｅｓｓ，

Ｐｅｒｉｏｄｉｃ

Ｔ

10

Ｅｌｅｍｅｎｔｓ）を参照するものとする。同様に、１つの族

または複数の族の言及は、どれも、族番号を付けるためにＩＵＰＡＣシステムを用いてい
るこの元素の周期表に表されている１つの族または複数の族を言うものとする。そうでな
いことが述べられていたり、文脈から黙示的であったり、あるいは技術的に慣例となって
いない限り、すべての部およびパーセントは、重量に基づいている。米国特許プラクティ
スの目的のために、本明細書に引用されているどの特許、特許出願、または出版物の内容
も、特に、合成技術、定義（本明細書で提供されているどの定義とも矛盾しない程度まで
の）および当技術分野における一般知識に関しては、それら全体として参照により本明細
書に組み込まれている（またはそれらの同等のＵＳ版は、参照によりそのように組み込ま
れている）。
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【０１１２】
用語の「〜を含む」とその派生語は、その同じものが本明細書に開示されていてもいな
くても、任意のさらなる成分、ステップまたは手順の存在を除外することを意図するもの
ではない。どんな疑念でも避けるために、用語の「〜を含む」の使用により本明細書で主
張されているすべての組成物は、ポリマーかほかのものでも、そうでないことが述べられ
ていない限りは、任意のさらなる添加物、補助物質、または化合物を含むことができる。
対照的に、用語の「本質的に〜からなる」は、任意の連続して起こる列挙の範囲から、運
用性に本質的ではないものを除く他の成分、ステップまたは手順を除外する。用語の「〜
からなる」は、特に線引きまたは列挙されていない、成分、ステップまたは手順を除外す
る。用語の「または」は、そうでないことが述べられていない限りは、列挙されている部

30

材の個別のものならびに任意の組合せのものを指す。
【０１１３】
本明細書に列挙されている数値域はどれも、どの低い値とどの高い値との間にも少なく
とも２つの単位の分離があることを条件として、低い値から高い値までのすべての値を１
つの単位きざみで含む。一例として、成分の量、あるいは組成特性または物理的特性の値
、例えば、ブレンド成分の量、軟化温度、メルトインデックス等が、１と１００の間であ
ると言われる場合、１、２、３等の個々の値、および、１〜２０、５５〜７０、１９７〜
１００等のすべての部分的な範囲は、本明細書においては明白に数え上げられるように意
図されている。１未満である値に対して、１つの単位は、それぞれに見合った０．０００
１、０．００１、０．０１または０．１であると考えられる。これらは、具体的に意図さ
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れているものの例に過ぎず、数え上げられているその最低の値と最高の値との間のすべて
の可能な数値の組合せは、この出願においては明白に記載されるべきと考えなければなら
ない。言い換えれば、本明細書に列挙されている数値域はどれも、記載されている範囲内
の任意の値または部分的な範囲を含む。数値範囲は、本明細書で既に述べたように、フィ
ルムの厚さ、メルトインデックス、メルトフローレート、結晶化度パーセント、密度、お
よびその他の特性に関して列挙されている。
【０１１４】
本明細書で用いられる用語の「多層フィルム」とは、２つ以上の層（layer）または重
なり層（ply）を有するフィルム構造を指す。
【０１１５】
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本明細書で用いられる用語の「フィルム」とは、少なくとも１つの層または重なり層を
有するフィルム構造を指す。
【０１１６】
本明細書で用いられる用語の「内層」とは、それぞれの表面で別の層と共に接触してい
る内側のフィルム層を指す。
【０１１７】
本明細書で用いられる用語の「組成物」としては、該組成物である材料の混合物、なら
びに該組成物の材料から形成される反応生成物および分解生成物が挙げられる。
【０１１８】
用語の「ポリマー」は、同じかまたは異なるタイプのモノマーを重合することによって

10

調製される高分子化合物である。「ポリマー」としては、ホモポリマー、コポリマー、タ
ーポリマー、インターポリマーなどが挙げられる。用語の「インターポリマー」とは、少
なくとも２つのタイプのモノマーまたはコモノマーの重合によって調製されるポリマーを
意味する。それは、コポリマー（２つの異なるタイプのモノマーから調製されるポリマー
を指す）、ターポリマー（３つの異なるタイプのモノマーから調製されるポリマーを指す
）、テトラポリマー（４つの異なるタイプのモノマーから調製されるポリマーを指す）な
どを含むが、それに限定されない。
【０１１９】
本明細書で使用される用語の「オレフィンをベースとするポリマー」とは、大部分の重
量パーセントのオレフィン（エチレンまたはプロピレン等）および場合によって１つまた
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は複数のその他のコモノマーを重合した形で含むポリマーを指す。
【０１２０】
本明細書で使用される用語の「インターポリマー」とは、少なくとも２つの異なるタイ
プのモノマーの重合によって調製されるポリマーを指す。総称のインターポリマーは、し
たがって、２つの異なるタイプのモノマーから調製されたポリマーを指すために採用され
るコポリマー、および２つ以上の異なるタイプのモノマーから調製されるポリマーを含む
。
【０１２１】
本明細書で使用される用語の「ブレンド」または「ポリマーブレンド」は、２つ以上の
ポリマーのブレンドを意味する。そのようなブレンドは、混和性であり得るかまたは混和
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性ではあり得ない（分子レベルで相分離しない）。そのようなブレンドは、相分離するこ
とができるかまたは相分離することができない。そのようなブレンドは、透過電子分光、
光散乱、ｘ線散乱、およびその他の技術的に公知の方法により測定される１つまたは複数
のドメイン配置を含有することができるかまたはできない。
【０１２２】
本明細書で使用される用語の「エチレンをベースとするポリマー」とは、該ポリマーの
重量に基づく大部分の重量パーセントのエチレンを、重合した形で含むポリマーを指す。
【０１２３】
本明細書で使用される用語の「エチレンをベースとするインターポリマー」とは、該イ
ンターポリマーおよび少なくとも１つのコモノマーの全体重量に基づく大部分の重量パー
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セントのエチレンを、重合した形で含むポリマーを指す。
【０１２４】
本明細書で使用される用語の「エチレン／α−オレフィンインターポリマー」とは、該
インターポリマー、α−オレフィンコモノマーおよび場合によって１つまたは複数のその
他のコモノマーの全体重量に基づく大部分の重量パーセントのエチレンを、重合した形で
含むポリマーを指す。
【０１２５】
本明細書で使用される用語の「プロピレンをベースとするポリマー」とは、重合可能な
モノマー（複数可）の全体量に基づいて５０モルパーセントを超える重合したプロピレン
モノマーの全体重量に基づく大部分の重量パーセントのプロピレンを、重合した形で含む
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ポリマーを指す。
【０１２６】
本明細書で使用される用語の「プロピレンをベースとするインターポリマー」とは、該
インターポリマーおよび少なくとも１つのコモノマーの全体量に基づいて、大部分の重量
パーセントのプロピレンを、重合した形で含むポリマーを指す。
【０１２７】
本明細書で使用される用語の「プロピレン／α−オレフィンインターポリマー」とは、
該インターポリマー、α−オレフィンコモノマー、および場合によって１つまたは複数の
その他のコモノマーの全体重量に基づいて大部分の重量パーセントのプロピレンを、重合
10

した形で含むポリマーを指す。
【０１２８】
本明細書で使用される用語の「プロピレン／エチレンインターポリマー」とは、該イン
ターポリマー、エチレンコモノマー、および場合によって１つまたは複数のその他のコモ
ノマーの全体重量に基づいて大部分の重量パーセントのプロピレンを、重合した形で含む
ポリマーを指す。
【０１２９】
試験手順
各試験における具体的な試験パラメーターは、使用されるポリマーまたはポリマーブレ
ンドによって決まる。いくつかの下記の試験は、オレフィンをベースとする樹脂の典型と
して示されている試験パラメーターについて説明している。試験の特定のパラメーターは
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、本開示の範囲を限定しようとするものではない。当業者であれば特定の一式の試験パラ
メーターの限界を理解し、その他のタイプのポリマーおよびブレンドに対する適切なパラ
メーターを決定することができるであろう。
【０１３０】
エチレンベースのポリマーに対する平均分子量および分子量分布は、Ｐｏｌｙｍｅｒ
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ
ｒａｔｏｒｉｅｓ

Ｍｏｄｅｌ

Ｍｏｄｅｌ

ＰＬ−２１０またはＰｏｌｙｍｅｒ

Ｌａｂｏ

ＰＬ−２２０のいずれかからなるクロマトグラフシステ

ムにより測定することができる。そのカラムおよび回転式区画は、エチレンをベースとす
るポリマーに対して１４０℃で作動させる。そのカラムは、３つのＰｏｌｙｍｅｒ

Ｌａ

ｂｏｒａｔｏｒｉｅｓの「１０ミクロン混合Ｂ」カラムである。その溶媒は、１，２，４
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−トリクロロベンゼンである。試料は、５０ミリリットルの溶媒中０．１グラムのポリマ
ー粉末の濃度で準備する。その試料を準備するために使用される溶媒は、２００ｐｐｍの
ブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）を含有する。試料は、１６０℃で２時間軽くかき
混ぜることによって調製する。注入量は、１００マイクロリットルであり、流量は１．０
ミリリットル／分である。ＧＰＣカラムセットの較正は、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｌａｂｏｒａ

ｔｏｒｉｅｓ（ＵＫ）から仕入れた狭い分子量分布のポリスチレン標準により行う。その
ポリスチレン標準のピークの分子量は、次の方程式を用いてポリエチレンの分子量に変換
される（ＷｉｌｌｉａｍｓおよびＷａｒｄ、Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．，Ｐｏｌｙｍ．Ｌ
ｅｔ，６、６２１頁（１９６８）に記載されているようにして）。
Ｍポリエチレン＝Ａ×（Ｍポリスチレン）Ｂ

40

式中、Ｍは、分子量であり、Ａは、０．４３１５の値を有し、Ｂは１．０に等しい。
【０１３１】
エチレンをベースとするポリマーに対する当量分子量の計算は、Ｖｉｓｃｏｔｅｋ Ｔ
ｒｉＳＥＣソフトウェア Ｖｅｒｓｉｏｎ ３．０を使用して行う。プロピレンをベースと
するポリマーに対する分子量は、ＡＳＴＭ Ｄ６４７４．９７１４−１に従って、Ｍａｒ
ｋ−Ｈｏｕｗｉｎｋ比を用いて決定することができ、この場合、ポリスチレンに対しては
、ａ＝０．７０２およびｌｏｇＫ＝−３．９であり、プロピレンをベースとするポリマー
に対しては、ａ＝０．７２５およびｌｏｇＫ＝−３．７２１である。プロピレンをベース
とする試料に対してカラムおよび回転式区画は、１６０℃で作動させる。
【０１３２】
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多分散性（Ｍｗ／Ｍｎ）：ポリマー試料中の鎖長の均一性の度合い。それは、分子量分
布の幅を明らかにする。それは重量平均分子量（Ｍｗ）を数平均分子量（Ｍｎ）によって
割ることによって得られる。そのＭｗおよびＭｎは、ゲル浸透−液体クロマトグラフィー
によって測定する。
【０１３３】
エチレンベースおよびプロピレンベースのポリマーについての結晶化度パーセントは、
ＴＡ

Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ

Ｍｏｄｅｌ

ＱｌＯＯＯ示差走査熱量計を用いる示差走

査熱量測定（ＤＳＣ）によって測定することができる。約５〜８ｍｇの大きさの試料を試
験すべき材料から切断し、分析用のＤＳＣ受け皿に直接入れる。高い分子量の材料につい
ては薄膜を通常はその試料からプレスするが、低分子量の試料によっては、それらはプレ

10

ス途中で粘着性がありすぎるかまたはあまりにも容易に流れる。試験用の試料は、しかし
ながら、調製したプラークから切断し、密度試験のために使用することができる。その試
料は、最初にエチレンベースのポリマーについては１８０℃（プロピレンベースのポリマ
ーについては２３０℃）まで約１０℃／分の速度で加熱し、その温度で３分間等温的に保
持して完全な溶融を確保する（第一の加熱）。次にその試料を、エチレンベースのポリマ
ーについては−６０℃（プロピレンベースのポリマーについては−４０℃）まで毎分１０
℃の速度で冷却し、３分間等温的にそこで保持し、その後、それを再び完全に溶融するま
で毎分１０℃の速度で加熱する（第二の加熱）。この第二の加熱に由来するサーモグラム
は、「第二加熱曲線」と呼ばれる。サーモグラムは、ワット／グラム対温度としてプロッ
20

トされる。
【０１３４】
エチレンベースのポリマーにおける結晶化度パーセントは、第二の加熱曲線中に発生す
る融解熱のデータを用いて計算することができる（その融解熱は、通常は、一般的な業務
用のＤＳＣ装置により、加熱曲線下の関連面積を積分することによって自動的に計算され
る）。エチレンベースのポリマーに対する方程式は、
結晶化度パーセント＝（Ｈｆ÷２９２Ｊ／ｇ）×１００；であり、プロピレンベースのポ
リマーに対する方程式は、
結晶化度パーセント＝（Ｈｆ÷１６５Ｊ／ｇ）×１００；である。「結晶化度パーセント
」は、結晶化度パーセントを表し、「Ｈｆ」は、１グラムあたりのジュール（Ｊ／ｇ）で

30

のポリマーの融解熱を表す。
【０１３５】
ポリマーの融点（複数可）（Ｔｍ）は、上記のＤＳＣから得られた第二の加熱曲線から
決定することができる。結晶化温度（Ｔｃ）は、該第二の冷却曲線から決定することがで
きる。
【０１３６】
密度は、アメリカ材料試験協会（ＡＳＴＭ）のやり方、ＡＳＴＭ

Ｄ７９２−００、方

法Ｂ、によって測定される。
【０１３７】
プロピレンベースのポリマーについてのｇ／１０分の単位のメルトフローレート（ＭＦ
Ｒ）は、ＡＳＴＭ

Ｄ−１２３８−０４、条件２３０℃／２．１６ｋｇ、を用いて測定さ

40

れる。
【０１３８】
エチレンベースのポリマーに対するｇ／１０分の単位のメルトインデックス（Ｉ２）は
、ＡＳＴＭ

Ｄ−１２３８−０４、条件１９０℃／２．１６ｋｇ、を用いて測定される。

【０１３９】
エルメンドルフ引裂きは、特定の長さのプラスチックフィルムをエルメンドルフ型引裂
き試験機により引裂きを伝播するために必要な平均力を測定し、ＡＳＴＭ

Ｄ−１９２２

−０６（タイプ−Ａ）に従って測定される。試験片は、一定半径の形に切断され、予め切
断したスリットを有する。試験は、ナイフを先に付けた振り子を用いて行われる。平均力
が、試験片を引裂く間に失われた振り子のエネルギーから計算される。引裂き方向は、流
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れ方向（ＭＤ）および／または幅方向（ＣＤ）である。
【０１４０】
ダート衝撃強さは、落下するダートによる衝撃によって試験フィルムの５０％の破損を
引き起こすのに必要な重量を測定し、ＩＳＯ−７７６５−１−８８：ダート試験方法−Ｂ
；方法の槍頭部直径：５０ｍｍ；落下高さ：１．５ｍ、に従うダート衝撃試験機により測
定される。
【０１４１】
酸素透過度は、ＡＳＴＭ

Ｄ３９８５−０５に従い、ＭＯＣＯＮ

Ｏｘ−Ｔｒａｎ

Ｍ

ｏｄｅｌ２／２１を用いて２５℃、７５％ＲＨ、１気圧で測定する。試験片は、それが試
験チャンバーの２つの側に分離するように保持する。片側は窒素雰囲気にさらされ、一方

10

、別の側は酸素雰囲気にさらされる。窒素側の出口ポートを監視するクーロメトリ型セン
サーは、存在する酸素の量を測定する。窒素側雰囲気中の酸素の濃度が一定になったとき
、試験は完了である。ストレッチされる試料については、そのフィルムは、インストロン
引張機を用いて最初にストレッチされる。そのストレッチされたフィルムは、次に、フィ
ルムの緩みを避けるために金属の骨組みに保持され、その骨組み上のフィルムは、その後
、酸素透過を測定するためにチャンバー内に置かれる。
【０１４２】
フィルムの厚さは、ミツトヨデジマチックマイクロメーター（Mitutoyo Digimatic Mic
rometer）により測定される。
20

【０１４３】
引張り強さ：フィルムの試験片を破断するのに一定の伸びの下で必要となる力の大きさ
で、ＡＳＴＭ

Ｄ８８２−０２により測定される。試験片は、幅対厚さの比が少なくとも

８：１であるべきである。異方性材料については、二組の試験片が試験され、最初の組は
、ポリマーの配向方向と平行（ＭＤ−流れ方向）であり、第二の組は、ポリマーの配向方
向と垂直（ＣＤ−幅方向）である。
【０１４４】
【表１】

30

40
【０１４５】
伸び：フィルムの試験片を破断するために必要な伸張パーセントの測定で、ＡＳＴＭ
Ｄ８８２−０２により測定される。
【０１４６】
モジュラス：インストロン引張試験曲線の直線部分における力の変化対伸びの変化の比
であり、ＡＳＴＭ

Ｄ８８２−０２−方法Ａによって測定される。

【０１４７】
引裂き伝播：フィルムの試験片中に鋭い刃物によってつくった小さいすき間から裂け目
を伝播するのに必要な力で、ＡＳＴＭ
【０１４８】

Ｄ−１９２２−０６Ａにより測定される。
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パンクチャー力：上で明らかにしたボールの破裂に似たフィルムの拘束試験片を破裂さ
せるのに必要なエネルギー。また一方、該インストロン引張り試験機は、破断されるまで
の引張り／伸び曲線を測定する能力を有する。その「勾配」は、力の変化対曲線の直線部
分の伸びの変化の比である。「ピーク」は、試料片に与えて破裂させるための最大の力の
測定値である。「パンクチャーエネルギー」は、破裂する前に試料によって吸収されたエ
ネルギーの測定値である。パンクチャー力は、ＡＳＴＭ

Ｄ５７４８−９５により測定さ

れる。
【０１４９】
例としてであり、限定するのではなく、本開示の実施例をここで示す。
【実施例】

10

【０１５０】
【表２】

20

【０１５１】
単層の試料を、Ｃｏｌｌｉｎ（タイプ１８０／４００）インフレーションフィルムライ
ン上で組み立てる。その押出し機の仕様を下の表にまとめる。

30

【０１５２】
押出し機仕様と層のレイアウト
押出し機
スクリュー長さ（ｍｍ）：７５０
スクリュー直径（ｍｍ）：３０
【０１５３】
金型は、６０ｍｍの直径と１．２ｍｍのダイギャップを有する。形成されたチューブは
、デュアルリップエアリング（Dual lip air ring）を用いて冷却する。押出し温度は、
それ故、ポリエチレンについては約２２０℃およびコア層については約２３０℃の溶融温
度を得るように設定する。
【０１５４】
すべてのフィルムを次の定数パラメーターを用いて製造する：総生産量＝５ｋｇ／時間
；ブローアップ比（ＢＵＲ）＝２．５；フリーズライン高さ（ＦＬＨ）≫１００〜１５０
ｍｍ；および約２５ミクロンのフィルム厚さ。
【０１５５】
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【表３】

10

20

【０１５６】
Ｂ．多層フィルム
【０１５７】
【表４】
30

40

【０１５８】
試料を、Ｃｏｌｌｉｎ（タイプ１８０／４００）インフレーションフィルムライン上で
製作する。３層構造を生成するために３つの押出し機を使用する。その押出し機の仕様を
下の表にまとめる。
【０１５９】
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【表５】

10
【０１６０】
溶融液の流れを、６０ｍｍの直径および１．２ｍｍのダイギャップを有するらせん状の
マンドレルディストリビュータ（ｓｐｉｒａｌ

ｍａｎｄｒｅｌ

ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏ

ｒ）（モデルＲＷＴ４０）を用いて、一緒にして多層用組成物にした。形成された多層チ
ューブを、デュアルリップエアリングを用いて冷却する。押出し温度は、それ故、外層に
は約２２０℃、内層には約２３０℃の溶融温度が得られるように設定する。
【０１６１】
すべてのフィルムを次の定数パラメーターを用いて製造する：総生産量＝５ｋｇ／時間
；ブローアップ比（ＢＵＲ）＝２．５；ダイギャップ＝１．２；フローズライン高さ（fr
oze line height）（ＦＬＨ）≒１００〜１５０ｍｍ、冷却環における空気温度２０℃；
および約２５ミクロンまたは５０ミクロンのフィルム厚さ。
【０１６２】
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【表６】

10

20

30

40
【０１６３】
本件のフィルムは、特に従来のサイロおよびクランプストレージシステムと比較したと
き、改良された酸素バリヤー性を有する。本件のフィルムは、少なくとも従来のサイレー
ジフィルムと同じくらい良好（またはそれより良好）である機械的性質を示す。本件のフ
ィルムは、ベールサイレージのラッピングに必要なフィルム材料の量を有利に減らす−コ
ストを節減し、生産効率を改善する。
【０１６４】
本開示は、本明細書に含まれている実施形態および実例に限定はされずに、以下の特許
請求の範囲に入る実施形態の一部および異なる実施形態の要素の組合せを含めたそれらの
実施形態の修正された形を含むことが特に意図されている。
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