
JP 2015-172106 A 2015.10.1

10

(57)【要約】
【課題】分解性材料である脂肪族ポリエステル樹脂を含有し、有効厚みが１ｍｍ以上であ
る成形品であって、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境にお
いても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるとともに、十分な機械的強度を
有する成形品を提供すること。
【解決手段】有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、ポリグリコール酸樹脂を５０
質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３
０質量部、好ましくは更に短繊維補強材１～５０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹
脂組成物から形成されることを特徴とする、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品；
該有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭化水素資源回収用ダウンホールツ
ール部材；該炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成
物；並びに、坑井掘削方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、
ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対し
て、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成
されることを特徴とする、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
【請求項２】
　温度６０℃の水に浸漬するときの分解が開始するまでのリードタイムが４０時間以下で
ある請求項１記載の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
【請求項３】
　カルボン酸無水物が、脂肪族モノカルボン酸無水物、芳香族モノカルボン酸無水物、脂
肪族ジカルボン酸無水物、芳香族ジカルボン酸無水物、芳香族トリカルボン酸無水物、脂
環式ジカルボン酸無水物、脂肪族テトラカルボン酸二無水物及び芳香族テトラカルボン酸
二無水物からなる群より選択される少なくとも１種を含有する請求項１または２記載の有
効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
【請求項４】
　ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対
して、短繊維補強材１～５０質量部を含有する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の有
効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
【請求項５】
　 短繊維補強材は、径が０．１～１，０００μｍ、アスペクト比が、２～１，０００で
ある請求項４記載の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
【請求項６】
　短繊維補強材は、ガラス繊維、炭素繊維及びアラミド繊維からなる群より選択される少
なくとも１種を含有する請求項４または５記載の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
【請求項７】
　短繊維補強材が、集束剤により集束されたものである請求項４乃至６のいずれか１項に
記載の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成さ
れる炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材。
【請求項９】
　環状部材、ボール、ボールシート及びねじからなる群より選ばれる少なくとも１種であ
る請求項８記載の炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材。
【請求項１０】
　ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対
して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する請求項８または９記載の炭化水素資源
回収用ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物。
【請求項１１】
　ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対
して、短繊維補強材１～５０質量部を含有する請求項１０記載の炭化水素資源回収用ダウ
ンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物。
【請求項１２】
　請求項８または９記載の炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材を使用して、坑井
処理を行った後に、炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材が分解される坑井掘削方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脂肪族ポリエステル樹脂、カルボン酸無水物、及び所望により短繊維補強材
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を含有する成形品、並びに炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材に関し、具体的に
は、ポリグリコール酸樹脂を主体とする脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成されるこ
とを特徴とする、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品、並びに炭化水素資源回収用ダウン
ホールツール部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリグリコール酸樹脂（以下、「ＰＧＡ」ということがある。）やポリ乳酸樹脂（以下
、「ＰＬＡ」ということがある。）等の脂肪族ポリエステル樹脂は、土壌や海中などの自
然界に存在する微生物または酵素により分解されるため、環境に対する負荷が小さい生分
解性高分子材料として注目されている。また、これらの脂肪族ポリエステルは、生分解性
だけではなく、加水分解性を有しており、様々な分野に使用することが近年積極的に研究
されている。
【０００３】
　脂肪族ポリエステル樹脂の中でも、ＰＧＡは、機械的強度に優れるとともに、酸素ガス
バリア性、炭酸ガスバリア性、水蒸気バリア性等のガスバリア性やアロマバリア性にも優
れている。ＰＧＡは、高い融点を持ち、溶融成形が可能な耐熱性の材料であることから、
実用上優れた生分解性及び加水分解性樹脂として、単独で、または他の樹脂材料などと複
合化して用途展開が図られている。すなわちＰＧＡは、射出成形、押出成形（固化押出成
形を含む。）、圧縮成形、ブロー成形等の汎用の樹脂成形方法によって成形品を形成する
ための成形材料として使用され、例えば、酸化劣化しやすい食品等の包装材や、コンポス
ト化しやすく環境負荷が小さい包装材等の成形品（具体的にはフィルム成形品等）を形成
するための材料として使用されている。
【０００４】
　さらに、ＰＧＡは、その強度と分解性（生分解性及び加水分解性）を活かして、使用後
に地中に放置し分解させることが可能な炭化水素資源回収用ダウンホールツールの部材、
すなわち炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材（以下、単に「ダウンホールツール
部材」ということがある。）としても、期待が広がっている。
【０００５】
　すなわち、石油（シェールオイルを含む。）や天然ガス（シェールガスを含む。）等の
炭化水素資源を地中から回収するためには、油井や採ガス井等の坑井を形成するためのダ
ウンホール（地下掘削坑）が設けられる。掘削は、例えば、泥水を還流しながらドリルに
より地層を掘削して竪穴を形成し、その後にパーフォレーションガン等の火薬を内蔵した
ツールを用いたり、フラクチャリング流体（破砕流体）を地層中に高圧で注入したり（フ
ラクチャリング）して、生産層に穿孔や亀裂を生じさせることにより、石油や天然ガスの
生産量を拡大する作業が行われる。ダウンホールの形成または補修のためには、フラック
プラグ、ブリッジプラグ、セメントリテイナー、パーフォレーションガン、ボールシーラ
ー、目止めプラグ、パッカー等のツール、すなわち、炭化水素資源回収用ダウンホールツ
ール（以下、単に「ダウンホールツール」ということがある。）を、通常は多数使用して
、ダウンホール内に配置することが行われる。ダウンホールツールは、使用後に地上に回
収することなく、そのままダウンホール中で崩壊させるか、落下させることにより処分す
ることが多かった。したがって、ダウンホールツールの全体または崩壊促進のための結合
部を構成する部材（ダウンホールツール部材に該当する。）を、分解性の材料、例えば分
解性ポリマーから形成することも行われている（特許文献１及び２など）。分解性ポリマ
ーの例としては、でんぷんまたはデキストリン等の多糖類；キチン、キトサン等の動物性
タンパク質；ＰＬＡ〔代表的にポリＬ－乳酸（ＰＬＬＡ）〕、ＰＧＡ、ポリ酪酸、ポリ吉
草酸等の脂肪族ポリエステル；さらにはポリアミノ酸、ポリエチレンオキサイド等が挙げ
られている。
【０００６】
　坑井掘削の高深度化が進むにつれて、ダウンホール環境の高温化及び高圧化が進み、例
えば、温度６６℃（１５０度Ｆに相当）、８０℃、９３℃、１２１℃及び１４９℃（３０
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０度Ｆに相当）、さらには２００℃近い温度条件のもとで、優れた機械的強度及び分解性
並びに耐熱性を有するＰＧＡに対する期待が広がっている。すなわち、ＰＧＡは優れた分
解性を有するので、成形品の有効厚み（成形品の最大厚みや最大径をいう。）が大きい成
形品でも、所望する短時間で分解することができる。
【０００７】
　他方で、坑井掘削の多様化が進むもとで、従来と比較すると低温度条件のダウンホール
環境も現れ、例えば温度６６℃以上のダウンホール環境において優れた分解性を有するＰ
ＧＡに対して、温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境においても優れ
た分解性を有し、所望する短時間で分解できるものであることが望まれるようになってき
た。すなわち、有効厚みが小さい（厚みが薄い、または、小径であることに相当する。）
成形品であれば、短時間で分解させることが可能となることがあるが、例えばダウンホー
ルツール部材のように、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、かつ、所望する短
時間で分解できるような成形品が望まれていた。
【０００８】
　本発明者らは、フラクチャリング流体等の坑井処理流体に配合して用いる、パウダー、
ペレット、フィルム、繊維等の形状の成形体を形成するためのポリエステル樹脂組成物と
して、グリコール酸系樹脂を５０質量％以上含むポリエステル樹脂１００質量部と、カル
ボン酸無水物０．５～５０質量部を含有するポリエステル樹脂組成物を提案した（特許文
献３）。特許文献３には、成形体として、長径／短径が１．９以下で、累積５０重量％平
均径が１～１，０００μｍであるパウダー、長手方向の長さが１～１０ｍｍであり、かつ
アスペクト比が１以上５未満のペレット、面積０．０１～１０ｃｍ２、厚さ１～１，００
０μｍのフィルム、及び、長さ／断面径（アスペクト比）が１０～２０００で、短径が５
～９５μｍの短繊維が挙げられ、該繊維を、０．０５～１００ｇ／Ｌ、好ましくは０．１
～５０ｇ／Ｌの濃度でフラクチャリング流体に含有させることが開示されている。しかし
ながら、特許文献３には、例えばダウンホールツール部材のように、有効厚みが１ｍｍ以
上である成形品についての示唆はみられない。
【０００９】
　したがって、分解性材料である脂肪族ポリエステル樹脂を含有し、有効厚みが１ｍｍ以
上である成形品であって、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環
境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるとともに、十分な機械的
強度を有する成形品が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許公開２００５／０２０５２６５号明細書
【特許文献２】米国特許公開２００５／０２０５２６６号明細書
【特許文献３】国際公開第２０１３／１３２００２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は、分解性材料である脂肪族ポリエステル樹脂を含有し、有効厚みが１ｍ
ｍ以上である成形品であって、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホー
ル環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるとともに、十分な機
械的強度を有する成形品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意研究を進めた結果、分解性材料である脂
肪族ポリエステル樹脂を含有し、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を、特定量のカルボ
ン酸無水物を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成されることを特徴とするこ
とにより、課題を解決できることを見いだし、本発明を完成した。
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【００１３】
　すなわち、本発明によれば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、ポリグリコ
ール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボ
ン酸無水物１～３０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成されること
を特徴とする、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品が提供される。
【００１４】
　さらに、本発明によれば、発明の具体的な態様として、以下（１）～（６）の有効厚み
が１ｍｍ以上である成形品が提供される。
（１）温度６０℃の水に浸漬するときの分解が開始するまでのリードタイムが４０時間以
下である前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
（２）カルボン酸無水物が、脂肪族モノカルボン酸無水物、芳香族モノカルボン酸無水物
、脂肪族ジカルボン酸無水物、芳香族ジカルボン酸無水物、芳香族トリカルボン酸無水物
、脂環式ジカルボン酸無水物、脂肪族テトラカルボン酸二無水物及び芳香族テトラカルボ
ン酸二無水物からなる群より選択される少なくとも１種を含有する前記の有効厚みが１ｍ
ｍ以上である成形品。
（３）ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部
に対して、短繊維補強材１～５０質量部を含有する前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成
形品。
（４）短繊維補強材は、径が０．１～１，０００μｍ、アスペクト比が２～１，０００で
ある前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
（５）短繊維補強材は、ガラス繊維、炭素繊維及びアラミド繊維からなる群より選択され
る少なくとも１種を含有する前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品。
（６）短繊維補強材が、集束剤により集束されたものである前記の有効厚みが１ｍｍ以上
である成形品。
【００１５】
　また、本発明によれば、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭化
水素資源回収用ダウンホールツール部材が提供され、特に、環状部材、ボール、ボールシ
ート及びねじからなる群より選ばれる少なくとも１種である炭化水素資源回収用ダウンホ
ールツール部材が提供される。
【００１６】
　更にまた、本発明によれば、ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエ
ステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する前記の炭
化水素資源回収用ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物が提供され、
さらに、ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量
部に対して、短繊維補強材１～５０質量部を含有する前記の炭化水素資源回収用ダウンホ
ールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物が提供される。そしてまた、本発明によ
れば、前記の炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材を使用して、坑井処理を行った
後に、炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材が分解される坑井掘削方法が提供され
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、ポリグリコール酸樹脂
を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物
１～３０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成されることを特徴とす
る、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であることにより、分解性材料である脂肪
族ポリエステル樹脂を含有し、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、例えば温度
６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境においても優れた分解性を有し、所
望する短時間で分解できるとともに、十分な機械的強度を有する成形品が提供されるとい
う効果が奏される。
【００１８】
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　また、本発明によれば、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭化
水素資源回収用ダウンホールツール部材であることにより、例えば温度６６℃未満のよう
な比較的低温度のダウンホール環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分
解できるとともに、十分な機械的強度を有する炭化水素資源回収用ダウンホールツール部
材が提供されるという効果が奏される。
【００１９】
　更にまた、本発明によれば、ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエ
ステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する前記の炭
化水素資源回収用ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物であることに
より、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境においても優れた
分解性を有し、所望する短時間で分解できるとともに、十分な機械的強度を有する炭化水
素資源回収用ダウンホールツール部材を形成することができる炭化水素資源回収用ダウン
ホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物が提供されるという効果が奏される。
そしてまた、本発明によれば、前記の炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材を使用
して、坑井処理を行った後に、炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材が分解される
坑井掘削方法であることにより、該ダウンホールツール部材が、十分な機械的強度を有す
る成形品から形成されるものであることによって、フラクチャリング等の坑井処理を確実
に行うことができ、さらに、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール
環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるので、効率的かつ経済
的な坑井掘削方法が提供されるという効果が奏される。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
Ｉ．脂肪族ポリエステル樹脂組成物
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以
上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部
を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成されることを特徴とする。
【００２１】
１．脂肪族ポリエステル樹脂
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を形成する脂肪族ポリエステル樹脂組成物
に含有される脂肪族ポリエステル樹脂は、ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂
肪族ポリエステル樹脂である。
【００２２】
（１）ポリグリコール酸樹脂
　ポリグリコール酸樹脂（以下、「ＰＧＡ」ということがある。）は、式：（－Ｏ－ＣＨ

２－ＣＯ－）で表されるグリコール酸繰り返し単位を有する重合体である。ＰＧＡとして
は、グリコール酸繰り返し単位のみからなるグリコール酸のホモポリマーであるポリグリ
コール酸単独重合体に加えて、グリコール酸繰り返し単位を５０質量％以上含むポリグリ
コール酸共重合体（以下、「ＰＧＡ共重合体」ということがある。）をも意味する。ＰＧ
Ａは、α－ヒドロキシカルボン酸であるグリコール酸を単独で、または他のモノマー（以
下、「コモノマー」ということがある。）とともに、脱水重縮合させることにより合成す
ることができる。機械的強度に優れる成形品等を形成するために望まれることがある高分
子量のＰＧＡを効率よく合成するために、グリコール酸の２分子間環状エステルであるグ
リコリドを開環重合することにより合成することが行われている。
【００２３】
　グリコール酸及び／またはその２分子間環状エステルであるグリコリド（以下、総称し
て、「グリコール酸モノマー」ということがある。）とともに、ＰＧＡ共重合体を合成す
るために使用することができるコモノマーとしては、例えば、エチレングリコール、ブロ
ピレングリコール、ブタンジオール、ヘプタンジオール、ヘキサンジオール、オクタンジ
オール、ノナンジオール、デカンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、ネオ
ペンチルグリコール、グリセリン、ペンタエリスリトール、ビスフェノールＡ、ポリエチ
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レングリコール、ポリプロピレングリコール及びポリテトラメチレングリコール等のポリ
オール化合物；シュウ酸、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸、ドデカンジオン酸、
マロン酸、グルタル酸、シクロヘキサンジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、フ
タル酸、ナフタレンジカルボン酸、ビス（ｐ－カルボキシフェニル）メタン、アントラセ
ンジカルボン酸、４，４’－ジフェニルエーテルジカルボン酸、５－ナトリウムスルホイ
ソフタル酸、５－テトラブチルホスホニウムイソフタル酸等のジカルボン酸；乳酸、ヒド
ロキシプロピオン酸、ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシ吉草酸、ヒドロキシカプロン酸、ヒド
ロキシ安息香酸等のヒドロキシカルボン酸；ラクチド類；β－プロピオラクトン、β－ブ
チロラクトン、β－ピバロラクトン、γ－ブチロラクトン、δ－バレロラクトン、β－メ
チル－δ－バレロラクトン、ε－カプロラクトン等のラクトン類；トリメチレンカーボネ
ートなどのカーボネート類；１，３－ジオキサン等のエーテル類；ジオキサノン等のエー
テルエステル類；ε－カプロラクタム等のアミド類；さらに、エチレングリコール、１，
４－ブタンジオール等の脂肪族ジオール類と、こはく酸、アジピン酸等の脂肪族ジカルボ
ン酸類またはそのアルキルエステル類との実質的に等モルの混合物；またはこれらの２種
類以上などを挙げることができる。これらコモノマーは、その重合体を、グリコール酸モ
ノマーとともに、ＰＧＡ共重合体を与えるための出発原料として用いることもできる。グ
リコール酸モノマーとして、グリコリドを使用して、所望によりグリコール酸とともに使
用してＰＧＡを合成する場合、コモノマーとしては、環状モノマーを使用することが好ま
しく、例えば、乳酸の２分子間環状エステルであるラクチド等の他のヒドロキシカルボン
酸の２分子間環状エステルや、ラクトン類などを使用することができる。
【００２４】
　ＰＧＡ中のグリコール酸繰り返し単位の割合は、好ましくは８０質量％以上、より好ま
しくは９０質量％以上、更に好ましくは９５質量％以上、特に好ましくは９８質量％以上
であり、最も好ましくは９９質量％以上であり、グリコール酸繰り返し単位の割合が１０
０質量％であるポリグリコール酸単独重合体でもよい。ＰＧＡ中のコモノマーに由来する
単位の割合は、通常５０質量％以下であって、好ましくは２０質量％以下、より好ましく
は１０質量％以下、更に好ましくは５質量％以下、特に好ましくは２質量％以下、最も好
ましくは１質量％以下であり、コモノマーを全く含まないものでもよい。
【００２５】
〔重量平均分子量（Ｍｗ）〕
　ＰＧＡの重量平均分子量（Ｍｗ）は、通常７０，０００～１，０００，０００の範囲内
にあるものが好ましく、より好ましくは１００，０００～８００，０００、更に好ましく
は１２０，０００～５００，０００、特に好ましくは１５０，０００～４００，０００の
範囲内にあるものを選択する。ＰＧＡの重量平均分子量（Ｍｗ）は、ゲルパーミエーショ
ンクロマトグラフィー（ＧＰＣ）装置を使用して求めるものである。重量平均分子量（Ｍ
ｗ）が小さすぎると、耐熱性や強度等の機械的特性が不十分となったり、分解が所望より
早く進行して目的を果たすことが困難となったりすることがある。重量平均分子量（Ｍｗ
）が大きすぎると、成形品の成形が困難となったり、分解性が不足して所望の期間内に所
定の分解が生じなかったりすることがある。
【００２６】
〔融点（Ｔｍ）〕
　ＰＧＡの融点（Ｔｍ）は、通常１８５～２４５℃であり、重量平均分子量（Ｍｗ）、分
子量分布、共重合成分の種類及び含有割合等によって調整することができる。ＰＧＡの融
点（Ｔｍ）は、好ましくは１９０～２４０℃、より好ましくは１９５～２３５℃、特に好
ましくは２００～２３０℃である。ポリグリコール酸単独重合体の融点（Ｔｍ）は、通常
２２０℃程度である。融点（Ｔｍ）が低すぎると、耐熱性や強度等の機械的特性が不十分
となることがある。融点（Ｔｍ）が高すぎると、成形品の成形性が不足したり、脂肪族ポ
リエステル樹脂組成物に含有されるＰＧＡやカルボン酸無水物その他の配合成分の分解が
生じたりすることがある。ＰＧＡの融点（Ｔｍ）は、示差走査熱量計（ＤＳＣ）を使用し
て、窒素雰囲気中で求めるものである。
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【００２７】
（２）ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を形成する脂肪族ポリエステル樹脂組成物
に含有される脂肪族ポリエステル樹脂は、ＰＧＡを５０質量％以上含む脂肪族ポリエステ
ル樹脂である。脂肪族ポリエステル樹脂中のＰＧＡの割合としては、脂肪族ポリエステル
樹脂組成物の分解性が向上するという観点から、７０質量％以上が好ましく、８０質量％
以上がより好ましく、９０質量％以上が更に好ましく、９５質量％以上が特に好ましく、
ＰＧＡを１００質量％含む脂肪族ポリエステル樹脂、すなわち、ＰＧＡのみからなる脂肪
族ポリエステル樹脂でもよい。
【００２８】
　脂肪族ポリエステル樹脂は、ＰＧＡ以外の他の脂肪族ポリエステル樹脂を、５０質量％
以下の割合で含有することができる。他の脂肪族ポリエステル樹脂の割合は、３０質量％
以下が好ましく、２０質量％以下がより好ましく、１０質量％以下が更に好ましく、５質
量％以下が特に好ましい。他の脂肪族ポリエステル樹脂としては特に制限はないが、ポリ
乳酸（ＰＬＡ）、ポリカプロラクトン、ポリヒドロキシブチレート、ポリヒドロキシバレ
レート、ポリヒドロキシカプロエート、ポリヒドロキシヘプタノエート、ポリ（ヒドロキ
シブチレート／ヒドロキシバレレート、ポリエチレンサクシネート、ポリブチレンサクシ
ネート、ポリブチレンサクシネートアジペートなどの分解性を有する脂肪族ポリエステル
樹脂が挙げられる。分解性を有する脂肪族ポリエステル樹脂は、１種を単独で使用しても
２種以上を併用してもよい。分解性を有する脂肪族ポリエステル樹脂としては、脂肪族ポ
リエステル樹脂組成物の分解性が向上するという観点から、乳酸系樹脂が好ましい。乳酸
系樹脂としては、ポリ乳酸〔ポリＬ－乳酸（ＰＬＬＡ）、ステレオコンプレックス型ポリ
乳酸（ＳＣＰＬＡ）等〕が好ましい。
【００２９】
２．カルボン酸無水物
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、先に説明した脂肪族ポリエステル樹脂
１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する脂肪族ポリエステル
樹脂組成物から形成されることを特徴とする。
【００３０】
　カルボン酸無水物としては特に制限はないが、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を形
成するために脂肪族ポリエステル樹脂組成物を成形加工する際の成形温度に耐えうる耐熱
性の観点、及び、脂肪族ポリエステル樹脂との相溶性の観点から、無水ヘキサン酸、無水
オクタン酸、無水デカン酸、無水ラウリン酸、無水ミスチリン酸、無水パルミチン酸、無
水ステアリン酸等の脂肪族モノカルボン酸無水物（好ましくは、炭素数６～２０のアルキ
ル基を２個有するもの）；無水安息香酸等の芳香族モノカルボン酸無水物；無水こはく酸
、無水マレイン酸等の脂肪族ジカルボン酸無水物（好ましくは、炭素数２～２０の飽和ま
たは不飽和の炭化水素鎖を有するもの）；無水フタル酸等の芳香族ジカルボン酸無水物；
無水トリメリト酸等の芳香族トリカルボン酸無水物；テトラヒドロ無水フタル酸等の脂環
式ジカルボン酸無水物；ブタンテトラカルボン酸二無水物等の脂肪族テトラカルボン酸二
無水物；３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ジフェニルス
ルホンテトラカルボン酸二無水物、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、エチレングリ
コールビスアンヒドロトリメリテート、グリセリンビスアンヒドロトリメリテートモノア
セテート等の芳香族テトラカルボン酸二無水物が好ましく挙げられる。すなわち、カルボ
ン酸無水物が、これらの群より選択される少なくとも１種を含有することが好ましく、環
構造を有するカルボン酸無水物がより好ましく、芳香族モノカルボン酸無水物、芳香族ジ
カルボン酸無水物、芳香族トリカルボン酸無水物、芳香族テトラカルボン酸二無水物が更
に好ましく、成形加工性の観点から、無水フタル酸、無水トリメリト酸、３，３’，４，
４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物（以下、「ＢＴＤＡ」ということがある
。）が特に好ましい。これらのカルボン酸無水物は１種を単独で使用しても２種以上を併
用してもよい。
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【００３１】
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を形成する脂肪族ポリエステル樹脂組成物
は、脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を
含有することにより、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境に
おいても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるとともに、十分な機械的強度
を有する成形品が提供される。カルボン酸無水物の含有量が少なすぎると、温度６６℃未
満のような低温環境において、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品での分解性が十分に発
現しないことがある。カルボン酸無水物の含有量が多すぎると、脂肪族ポリエステル樹脂
組成物の成形加工性が低下する。カルボン酸無水物の含有量としては、脂肪族ポリエステ
ル樹脂１００質量部に対して、１．５～２５質量部が好ましく、２～２０質量部がより好
ましい。
【００３２】
３．短繊維補強材
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部
に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有するとともに、短繊維補強材１～５０
質量部を含有することにより、機械的強度が更に向上し、かつ、比較的低温度のダウンホ
ール環境において更に優れた分解性を有する有効厚みが１ｍｍ以上である成形品が提供さ
れる。
【００３３】
　短繊維補強材としては、無機短繊維強化材または有機短繊維補強材のいずれも使用する
ことができ、特に限定されず、また、いわゆるウイスカー状の補強材でもよい。例えば、
ガラス繊維（チョップドストランド、ミルドファイバー等）、炭素繊維（ＰＡＮ系やピッ
チ系）、ホウ素繊維、アルミナ繊維、ジルコニア繊維、セラミック繊維、アスベスト繊維
、石膏繊維、炭化珪素繊維、シリカ繊維、酸化チタン繊維、チタン酸カリウムウイスカー
、チタン酸バリウムウイスカー、ホウ酸アルミニウムウイスカー、窒化珪素ウイスカー、
酸化亜鉛ウイスカー、炭酸カルシウムウイスカー、ワラステナイトウイスカー、硼酸アル
ミウイスカー等の無機短繊維補強材；アラミド繊維、液晶ポリマー繊維、セルロース系繊
維（ケナフ繊維）等の有機短繊維補強材；などが好ましく挙げられる。より好ましくは、
短繊維補強材は、ガラス繊維、炭素繊維及びアラミド繊維からなる群より選択される少な
くとも１種を含有するものである。
【００３４】
　また、短繊維補強材としては、径（Ｄ）が好ましくは０．１～１，０００μｍ、より好
ましくは１～１００μｍ、特に好ましくは５～２０μｍであり、アスペクト比（Ｌ／Ｄ）
が、好ましくは２～１，０００、より好ましくは、３～５００、特に好ましくは３～２０
０であり、通常ミルドファイバーまたはチョップドファイバーと称される短繊維補強材が
好ましく用いられる。なお、Ｌは短繊維補強材の長さ（単位：μｍ）であり、径（Ｄ）及
び長さ（Ｌ）は、成形品中における短繊維補強材についての値を意味し、通常は、溶融混
練後の短繊維補強材について測定する。径（Ｄ）が、０．１μｍ未満では、有効厚みが１
ｍｍ以上である成形品の機械的強度が十分でないことがあり、１，０００μｍを超えると
、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の分解挙動の均一性が失われることがある。アスペ
クト比（Ｌ／Ｄ）が、２未満であると、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の機械的強度
が十分でないことがあり、１，０００を超えると成形時の溶融混練により短繊維補強材を
脂肪族ポリエステル樹脂中に均一に分散させることが困難となることがある。一般に、ア
スペクト比（Ｌ／Ｄ）が増大すると、ダウンホール環境内において有効厚みが１ｍｍ以上
である成形品の分解が開始するまでの時間（以下、「リードタイム」または「初期抑制期
間」ということがある。）が増大する傾向が認められるので、アスペクト比（Ｌ／Ｄ）の
調整によって、リードタイムの増減制御がある程度可能となる。
【００３５】
　短繊維補強材の取り扱い性を向上する目的や、形成される有効厚みが１ｍｍ以上である
成形品の機械的強度を高める目的で、短繊維補強材が、集束剤により集束されたものであ
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るようにしてもよい。集束剤としては、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、シ
ランカップリング剤、酢酸ビニル樹脂等のそれ自体従来知られている集束剤の１種または
２種以上から選ばれる集束剤を使用することができるが、強度向上効果及び脂肪族ポリエ
ステル樹脂の分子量保持効果の観点から、エポキシ樹脂集束剤の単独または他の集束剤と
の混合物を用いることが好ましい。特に好ましい組み合わせの例としては、ガラス繊維と
エポキシ樹脂集束剤、または炭素繊維とエポキシ樹脂集束剤との組み合わせが挙げられる
。集束剤が使用される場合の集束剤の使用量は、集束された短繊維補強材全体の０．１～
１０質量％であることが好ましく、０．３～５質量％であることがより好ましい
【００３６】
　短繊維補強材は、脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、１～５０質量部含有
させることが好ましく、より好ましくは５～４５質量部、更に好ましくは１０～４０質量
部である。短繊維補強材の含有量が１質量部未満では有効厚みが１ｍｍ以上である成形品
の機械的強度が十分でないことがあり、５０質量部を超えると、成形時の溶融混練により
短繊維補強材を脂肪族ポリエステル樹脂中に均一に分散させることが困難となることがあ
る。短繊維補強材の含有量を増大すると、リードタイムが増大する傾向が認められ、先に
説明したアスペクト比を組み合わせることにより、リードタイムの増減制御が可能となる
。
【００３７】
４．その他の配合剤
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を形成する脂肪族ポリエステル樹脂組成物
は、脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部、
及び所望により短繊維補強材１～５０質量部を含有するものであるが、本発明の目的に反
しない範囲で、必要に応じて熱安定剤、光安定剤、紫外線吸収剤、難燃剤、可塑剤、防湿
剤、防水剤、撥水剤、滑剤、分解促進剤、分解遅延剤、末端封止剤、染料や顔料等の着色
剤等の各種のその他の配合剤を含有することができる。また、脂肪族ポリエステル樹脂以
外のその他の樹脂や短繊維補強材以外のその他の充填材を含有することができる。
【００３８】
　例えば、その他の樹脂としては、脂肪族ポリエステル以外の分解性樹脂を含有してもよ
く、ポリジオキサノン等のポリエーテルエステル；ポリトリメチレンカーボネート等の脂
肪族ポリカーボネート；ポリα－ピロリドン、ポリアスパラギン酸、ポリリジン等のポリ
アミノ酸；及び、これらの共重合体や混合物などが挙げられる。さらに、本発明の目的を
損なわない範囲でポリエチレンテレフタレート共重合体等の芳香族ポリエステルを含有し
てもよく、また、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂；ナイロン等の
ポリアミド樹脂；アクリル樹脂；ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等
のポリエーテル類；変性ポリビニルアルコール；エチレン／グリシジルメタクリレート共
重合体、エチレン／プロピレンターポリマー、エチレン／ブテン－１共重合体等の軟質ポ
リオレフィン系樹脂；スチレン系共重合体樹脂；ポリフェニレンサルファイド樹脂；ポリ
エーテルエーテルケトン樹脂；ポリエチレンテレフタレートやポリブチレンテレフタレー
ト等のポリエステル樹脂；ポリカーボネート樹脂；ポリアセタール樹脂；ポリスルホン樹
脂；ポリフェニレンエーテル樹脂；ポリイミド樹脂；ポリエーテルイミド樹脂；セルロー
スエステル；ポリウレタン樹脂；フェノール樹脂；メラミン樹脂；不飽和ポリエステル樹
脂；シリコーン樹脂；エポキシ樹脂；などを含有してもよい。本発明の有効厚みが１ｍｍ
以上である成形品を形成する脂肪族ポリエステル樹脂組成物が、更にその他の樹脂を含有
することにより、成形加工性や機械的強度等の特性を調整できることがある。
【００３９】
　これらその他の配合剤（その他の樹脂を含む。）は、１種単独でもよいし、２種以上を
混合して含有することができる。その他の配合剤の含有量は、脂肪族ポリエステル樹脂１
００質量部に対して、通常３０質量部以下、多くの場合１０質量部以下、好ましくは５質
量部以下であり、１質量部以下の含有量でもよく、その他の配合剤の種類によっては０．
５質量部以下の含有量でも差し支えない。
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【００４０】
ＩＩ．有効厚みが１ｍｍ以上である成形品
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、先に説明した脂肪族ポリエステル樹脂
１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する脂肪族ポリエステル
樹脂組成物から形成されることを特徴とする。
【００４１】
１．成形品
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、有効厚みが１ｍｍ以上である限り、成
形品の種類、形状及び大きさ、並びに用途等は特に限定されない。例えば、有効厚みが１
ｍｍ以上である成形品の形状としては、棒状（角棒状、丸棒状を含む。）、板状（シート
状、薄板状、厚板状を含む。なお、通常厚みが２００μｍ以下であるフィルムは、本発明
の成形品には含まれない。）、球状（楕円球状を含む。）のほか、凸部や凹部を有する前
記の形状でもよく、特定の製品形状（例えば、射出成形金型のキャビティ形状によって定
められる形状）でもよい。本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、種々の機械部
品等として使用することができる。なお、パウダー、ペレット、繊維は、通常本発明の成
形品には含まれない。
【００４２】
２．有効厚み
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品における有効厚みとは、当該成形品に要求
される機能を果たすために必要とされていた寸法を意味し、通常、最大厚みまたは最大径
が該当する。例えば、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品が、後に説明する炭化
水素資源回収用ダウンホールツール部材を形成するものである場合、本発明の有効厚みが
１ｍｍ以上である成形品の形状及び大きさにより定まる最大厚みまたは最大径によって、
坑井掘削時における坑井処理流体の流れや、炭化水素資源回収（生産）時における炭化水
素資源の流れが阻害される。一方、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品が分解等
により消失することにより、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の形状及び大きさにより
定まる最大厚みまたは最大径に相当する坑井処理流体の流れや炭化水素資源の流れが許容
される。したがって、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品によって、閉塞されま
たは解放される空間の厚みをもって、成形品の有効厚みということができ、通常は、成形
品の最大厚みまたは最大径が該当する。なお、例えば、シート状の成形品のように、厚み
と縦横寸法とを有する形状の成形品においては、厚みに対して縦横寸法がはるかに大きい
が、先に説明したように、該シートによって、閉塞されまたは解放される空間は、通常シ
ートの厚みに相当する空間であるので、薄いシートである成形品の有効厚みは、該シート
の最大厚みに該当し、縦横寸法は有効厚みに該当しない。ただし、例えば、シートの幅（
横）寸法の長さに相当する空間が閉塞され解放されるような使用態様である場合には、当
該幅（横）寸法が有効厚みに該当するものとなることがある。
【００４３】
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、通常最大厚みまたは最大径に該当する
有効厚みが１ｍｍ以上である。したがって、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品
としては、例えば、最大厚みが１ｍｍ以上である板状体や角棒状体（断面において、平行
する辺の距離、または、頂点から対向する辺に向かう垂線の長さが、最大厚みに該当する
。）等が挙げられ、また、最大径が１ｍｍ以上である丸棒状体や球状体等が挙げられる。
【００４４】
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、通常最大厚みまたは最大径に該当する
有効厚みが１ｍｍ以上である、厚みのある成形体であるにもかかわらず、例えば温度６６
℃未満であるような低温度のダウンホール環境においても、所望の短時間で分解すること
ができる。本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品としては、更に有効厚みが５ｍｍ
以上の成形品にも適用可能であり、更にまた有効厚みが１０ｍｍ以上、所望によっては有
効厚みが２０ｍｍ以上または３０ｍｍ以上、条件等によっては有効厚みが５０ｍｍ以上の
成形品にも適用可能である。本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の有効厚みは、
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上限値が特にないが、所望の短時間で分解が極めて困難となる観点から、通常１，０００
ｍｍ以下、多くの場合５００ｍｍ以下の範囲とすることが好ましい。
【００４５】
３．有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の製造方法
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、その製造方法が特に限定されず、ＰＧ
Ａを５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水
物１～３０質量部を含有し、所望により更に短繊維補強材１～５０質量部を含有し、更に
必要に応じてその他の配合剤を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物を、射出成形、押
出成形（固化押出成形を含む。）、圧縮成形、遠心成形等の慣用の熱成形法によって、有
効厚みが１ｍｍ以上である成形品を形成することができる。また、前記の熱成形法によっ
て形成された一次成形品を、必要に応じて切削加工等の機械加工を行うことにより製造さ
れる二次成形品として、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を形成することができる。例
えば、球状の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、射出成形によって球状の成形品を製
造することもできるし、また、固化押出成形によって製造した丸棒状の一次成形品を切削
加工等の機械加工を行うことにより球状の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を製造する
こともできる。
【００４６】
４．有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の特性
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、ＰＧＡを５０質量％以上含む脂肪族ポ
リエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有し、所望
により更に短繊維補強材１～５０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形
成される有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であることによって、例えば温度６６℃未満
のような比較的低温度のダウンホール環境においても優れた分解性を有し、所望する短時
間で分解できるとともに、十分な機械的強度を有する成形品である。本発明の有効厚みが
１ｍｍ以上である成形品は、所定量のカルボン酸無水物を含有する脂肪族ポリエステル樹
脂組成物から形成されるものであることにより、機械的強度が向上し、または、機械的強
度の低下率が小さい（例えば、３０％以下、更には２０％以下、機械的特性の種類によっ
ては１０％以下）という効果を奏することがある。本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である
成形品が、十分な機械的強度を有する成形品であることは、以下に説明するアイゾット衝
撃強さ（ノッチ有り）、引張強度及び曲げ弾性率を測定することにより確認することがで
きる。
【００４７】
〔アイゾット衝撃強さ（ノッチ有り）〕
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、以下に説明する試験片によって測定す
るアイゾット衝撃強さ（ノッチ有り）が２５Ｊ／ｍ以上であれば、実用上十分な耐衝撃性
を有するということができる。アイゾット衝撃強さ（ノッチ有り）は、ＡＳＴＭ　Ｄ２５
６（ＩＳＯ１８０に対応）に準拠して、ノッチ有り試験片について次のとおりにして測定
する。すなわち、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の耐衝撃性を確認するため
の試験片として、一軸のフルフライトスクリューを有する射出成形機を使用して成形を行
った後、ノッチ加工して、縦６３ｍｍ、横１３ｍｍ及び厚み３ｍｍの平板形状の試験片（
ノッチ有り）を調製する。調製された試験片について、振り子式衝撃試験機を使用して、
常温（温度２３℃±１℃）においてノッチ有り試験片の破壊時に吸収される衝撃エネルギ
ーを測定してアイゾット衝撃強さ（ｎ＝５の平均値。単位：Ｊ／ｍ）を算出する。
【００４８】
　試験片のアイゾット衝撃強さ（ノッチ有）が小さすぎると、有効厚みが１ｍｍ以上であ
る成形品の靱性が不足し、例えば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭
化水素資源回収用ダウンホールツール部材が、坑井掘削に使用する諸部材と接触や衝突し
た場合に、破砕、破壊や欠けが生じるおそれがある。試験片のアイゾット衝撃強さ（ノッ
チ有）は、好ましくは２８Ｊ／ｍ以上、より好ましくは３０Ｊ／ｍ以上であれば、有効厚
みが１ｍｍ以上である成形品の耐衝撃性がより優れているということができる。アイゾッ



(13) JP 2015-172106 A 2015.10.1

10

20

30

40

50

ト衝撃強さ（ノッチ有り）は、特に上限値がないが、概ね２００Ｊ／ｍ以下である。
【００４９】
〔引張強度〕
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、所定の試験片によって測定した引張強
度が８０ＭＰａ以上であれば、実用上十分な引張強度を有するということができる。試験
片の引張強度は、ＪＩＳ　Ｋ７１１３に準拠して測定することができる。すなわち、衝撃
強さの測定に用いた試験片の調製と同様の条件で射出成形することにより調製した、ＪＩ
Ｓ　Ｋ７１１３に規定される形状の試験片（１号試験片）について、常温（温度２３℃±
１℃）において、速度５０ｍｍ／分で引張試験を行い、試験片が破断したときの引張応力
を測定して強度を算出し、試験片の引張強度とする（ｎ＝５の平均値。単位：ＭＰａ）。
【００５０】
　試験片の引張強度が小さすぎると、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の引張強度が十
分でなく、例えば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭化水素資源回収
用ダウンホールツール部材を、高深度地下の高温環境にあるダウンホール内に配置したり
、穿孔やフラクチャリングを行ったりするときなどに、ダウンホールツール部材が破砕し
たり、破壊や欠けが生じるおそれがある。試験片の引張強度は、好ましくは８５ＭＰａ以
上、より好ましくは９０ＭＰａ以上であれば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の引張
強度がより優れているということができる。引張強度は、特に上限値がないが、概ね３０
０ＭＰａ以下である。
【００５１】
〔曲げ弾性率〕
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、所定の試験片によって測定した曲げ弾
性率が４，０００ＭＰａ以上であれば、実用上十分な曲げ特性を有するということができ
る。試験片の曲げ弾性率は、ＪＩＳ　Ｋ７１１１（ＩＳＯ１７８に対応）に準拠して測定
することができる。すなわち、衝撃強さの測定に用いた試験片の調製と同様の条件で射出
成形することにより調製した、縦１２８ｍｍ、横１３ｍｍ及び厚み３ｍｍの平板形状の試
験片について、常温（温度２３℃±１℃）において、支点間距離４８ｍｍ、試験速度１ｍ
ｍ／分で曲げ試験を行い、曲げ荷重－たわみ曲線の初期勾配から曲げ弾性率を算出する（
ｎ＝５の平均値。単位：ＭＰａ）。
【００５２】
　試験片の曲げ弾性率が小さすぎると、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の曲げ特性が
十分でなく、例えば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭化水素資源回
収用ダウンホールツール部材を、高深度地下の高温環境にあるダウンホール内に配置した
り、穿孔やフラクチャリングを行ったりするときなどに、ダウンホールツール部材が変形
して、該部材に要求される機能を発揮できないおそれがある。試験片の曲げ弾性率は、好
ましくは４，２００ＭＰａ以上、より好ましくは４，５００ＭＰａ以上であれば、有効厚
みが１ｍｍ以上である成形品の曲げ特性がより優れているということができる。曲げ弾性
率は、特に上限値がないが、概ね１５，０００ＭＰａ以下である。
【００５３】
〔厚み減少速度〕
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、分解性に優れるものである。有効厚み
が１ｍｍ以上である成形品の分解性は、厚み１０ｍｍの試験片を温度６０℃の水中に浸漬
したときの厚み減少速度（以下、「成形品の厚み減少速度」ということがある。）が０．
０２ｍｍ／時間以上であることによって、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度の
ダウンホール環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるものであ
ることを確認することができる。厚み１０ｍｍの試験片の厚み減少速度は、以下の方法に
よって測定する。すなわち、プレス成形により厚み１０ｍｍのシート状の試験片を所要数
調製する。プレス条件は、温度２６０℃、予熱７分間、加圧５ＭＰａで３分間とし、プレ
ス後には水冷却板にて急冷する。次いで、温度６０℃の１Ｌ－オートクレーブ中に、調製
した試験片を入れ、水（脱イオン水）を満たして浸漬試験を行う。予め定めた所定時間間
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隔で浸漬後の試験片を取り出し、断面を切り出して、ドライルーム内に一晩放置し乾燥さ
せた後、試験片の芯部（硬い部分）の厚みを測定して、浸漬前の厚み（当初厚み、具体的
には１０ｍｍである。）との差から試験片の減少厚みを測定する。異なる浸漬時間により
測定した試験片の減少厚みの測定値に基づいて、試験片の減少厚みの時間変化を求め、試
験片の減少厚みの時間変化に直線性が認められる範囲における試験片の減少厚みの時間変
化から、厚み１０ｍｍの試験片の厚み減少速度を算出する（単位：ｍｍ／時間）。
【００５４】
　厚み１０ｍｍの試験片の厚み減少速度が小さすぎると、有効厚みが１ｍｍ以上である成
形品の分解性が十分でなく、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール
環境における分解性が不足し、所望する短時間で分解できるものとならない。厚み１０ｍ
ｍの試験片の厚み減少速度は、好ましくは０．０２２ｍｍ／時間以上、より好ましくは０
．０２５ｍｍ／時間以上であれば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の分解性がより優
れているということができる。厚み１０ｍｍの試験片の厚み減少速度は、特に上限値がな
いが、例えば予期しない早期の分解によりダウンホールツール部材に要求される所定期間
のシール機能が発揮されないおそれがあることなどから、概ね０．１ｍｍ／時間以下であ
る。
【００５５】
〔分解リードタイム〕
　本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、好ましくは、温度６０℃の水中に浸漬
するときの分解が開始するまでのリードタイム（以下、「分解リードタイム」ということ
がある。）が４０時間以下である初期分解性が優れた成形品とすることができる。分解リ
ードタイムは、厚み１０ｍｍの試験片を温度６０℃の水中に浸漬したときに、表面分解に
基づく厚み減少が開始するまでの時間を測定することによって確認することができる。す
なわち、先に説明した成形品の厚み減少速度の測定において、厚み１０ｍｍの試験片の減
少厚みが初めて認められるまでの時間を、成形品の分解リードタイムとする（単位：時間
）。成形品の分解リードタイムが４０時間以下であれば、有効厚みが１ｍｍ以上である成
形品が、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境においても優れ
た初期分解性を有し、所望する短時間で分解できるものであるということができる。
【００５６】
　例えば、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品を炭化水素資源回収用ダウンホー
ルツール部材であるボール及び／またはボールシートとして使用する場合、該ボール及び
／またはボールシートの分解が開始した時点で、ボールがボールシートとの接触やボール
シートによる拘束から解放されることにより、ボールがボールシートから離脱し、ボール
及びボールシートによる流体シール（目止め）が速やかに消失する。この結果、石油・ガ
ス等の炭化水素資源の流路が塞がれるリスクがなくなるという効果が奏される。すなわち
、ボールシーラー等の炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材については、表面が分
解を開始するまでの時間を表す分解リードタイムが極めて大きな意義を持つ。
【００５７】
　厚み１０ｍｍの試験片を使用して測定する成形品の分解リードタイムが長すぎると、有
効厚みが１ｍｍ以上である成形品の分解性が十分でなく、例えば温度６６℃未満のような
比較的低温度のダウンホール環境において分解が開始するまでに長時間を要し、結果とし
て所望する短時間で分解できるものとならない。成形品の分解リードタイムは、より好ま
しくは３６時間以下、更に好ましくは３２時間以下であり、短繊維補強材の含有量等によ
っても調整可能であって、所望により２０時間以下、更には１５時間以下（通常、短繊維
補強材を含有しない場合である。）であれば、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品の初期
分解性がより優れているということができる。成形品の分解リードタイムは、特に下限値
がないが、例えば予期しない早期の分解によりダウンホールツール部材に要求される所定
期間のシール機能等が発揮されないおそれがあることなどから、概ね１時間以上である。
【００５８】
ＩＩＩ．炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材
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　本発明によれば、先に説明した有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭化
水素資源回収用ダウンホールツール部材が提供される。有効厚みが１ｍｍ以上である成形
品から形成される炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材としては、フラックプラグ
、ブリッジプラグ、セメントリテイナー、パーフォレーションガン、ボールシーラー、目
止めプラグ、パッカー等の炭化水素資源回収用ダウンホールツールの一部をなす部材であ
れば、特に限定されず、例えば、プラグの一部をなす部材としては、マンドレルや、スリ
ップ、ウエッジ及びリング等の環状部材等が挙げられる。また、プラグの一部をなす部材
またはボールシーラーを構成するボール及びボールシートが挙げられる。さらに、セメン
ティングを実施する際に、一時目止め材として使用されるねじも炭化水素資源回収用ダウ
ンホールツール部材に該当する。したがって、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形
品から形成される炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材としては、環状部材、ボー
ル、ボールシート及びねじからなる群より選ばれる少なくとも１種である炭化水素資源回
収用ダウンホールツール部材が好ましく挙げられる。炭化水素資源回収用ダウンホールツ
ール部材の形状及び大きさは、炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材の種類に応じ
て、適宜設定することができる。本発明の炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材は
、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品として形成され、または、本発明の有効厚
みが１ｍｍ以上である成形品を一次成形品として、切削加工等の機械加工等を行うことに
より得られる二次成形品として形成されることにより製造することができる。
【００５９】
ＩＶ．炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物
　本発明によれば、先に説明した炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材を形成する
ための炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物（以
下、「ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物」ということがある。）
が提供される。本発明のダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物は、Ｐ
ＧＡを５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無
水物１～３０質量部を含有することを特徴とし、また更にＰＧＡを５０質量％以上含む脂
肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、短繊維補強材１～５０質量部を含有するこ
とを特徴とするダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物である。本発明
のダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物において、脂肪族ポリエステ
ル樹脂、カルボン酸無水物及び短繊維補強材、さらには、必要に応じて含有することがで
きるその他の配合剤は、先に説明したとおりのものを使用することができ、それらの含有
量は先に説明したとおりである。
【００６０】
Ｖ．坑井掘削方法
　本発明によれば、先に説明した炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材を使用して
、坑井処理を行った後に、炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材が分解される坑井
掘削方法（以下、「本発明の坑井掘削方法」ということがある。）が提供される。すなわ
ち、本発明の坑井掘削方法は、ＰＧＡを５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１０
０質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂
組成物から形成されることを特徴とする有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成され
る炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材を使用して、先に説明した種々の坑井処理
流体を使用する坑井処理を行った後に、該ダウンホールツール部材を分解する坑井掘削方
法である。本発明の坑井掘削方法によれば、該ダウンホールツール部材が、十分な機械的
強度を有する成形品から形成されるものであることによって、フラクチャリング等の坑井
処理を確実に行うことができ、さらに、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダ
ウンホール環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるので、効率
的かつ経済的な坑井掘削方法が提供される。
【実施例】
【００６１】
　以下に実施例及び比較例を挙げて、本発明の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であっ
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て、ＰＧＡを５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボ
ン酸無水物１～３０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成されること
を特徴とする、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品について具体的に説明する。本
発明は、実施例に限られるものではない。脂肪族ポリエステル樹脂または有効厚みが１ｍ
ｍ以上である成形品の物性または特性は以下の方法で測定した。
【００６２】
〔重量平均分子量〕
　脂肪族ポリエステル樹脂の重量平均分子量（Ｍｗ）は、ゲルパーミエーションクロマト
グラフィー（ＧＰＣ）装置を使用して求めた。測定条件は以下のとおりとした。
装置：昭和電工株式会社製「Ｓｈｏｄｅｘ－１０４」
カラム：２本のＨＦＩＰ－６０６Ｍとプレカラムとして１本のＨＦＩＰ－Ｇを直列に接続
カラム温度：４０℃
溶離液：５ｍＭのトリフルオロ酢酸ナトリウムを溶解させたヘキサフルオロイソプロパノ
ール（ＨＦＩＰ）溶液
流速：０．６ｍｌ／分
検出器：ＲＩ（示差屈折率）検出器
分子量較正：分子量の異なる標準ポリメタクリル酸メチル５種を用いた。
【００６３】
〔融点〕
　脂肪族ポリエステル樹脂の融点（Ｔｍ）は、示差走査熱量計（メトラー・トレド株式会
社製ＤＳＣ－８２２ｅ）を使用して、窒素雰囲気中で求めた。
【００６４】
〔アイゾット衝撃強さ（ノッチ有り）〕
　アイゾット衝撃強さ（ノッチ有り）は、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６（ＩＳＯ１８０に対応）に
準拠して、ノッチ有り試験片について次のとおりにして測定した。すなわち、一軸のフル
フライトスクリューを有する射出成形機を使用して脂肪族ポリエステル樹脂組成物の成形
を行った後、ノッチ加工して、縦６３ｍｍ、横１３ｍｍ及び厚み３ｍｍの平板形状の試験
片（ノッチ有り）を調製した。調製された試験片について、振り子式衝撃試験機（株式会
社上島製作所製　荷重４０ｋｇ、及び、株式会社東洋精機製作所製　荷重１２０ｋｇ）を
使用して、常温（温度２３℃±１℃）においてノッチ有り試験片の破壊時に吸収される衝
撃エネルギーを測定してアイゾット衝撃強さ（ｎ＝５の平均値。単位：Ｊ／ｍ）を算出し
た。
【００６５】
〔引張強度〕
　引張強度は、ＪＩＳ　Ｋ７１１３に準拠して測定した。すなわち、衝撃強さの測定に用
いた試験片の調製と同様の条件で射出成形することにより調製した、ＪＩＳ　Ｋ７１１３
に規定される形状の試験片（１号試験片）について、材料試験機（株式会社島津製作所製
　２ｔオートグラフＡＧ－２０００Ｅ）を使用して、常温（温度２３℃±１℃）において
、速度５０ｍｍ／分で引張試験を行い、試験片が破断したときの引張応力を測定して強度
を算出し、試験片の引張強度とした（ｎ＝５の平均値。単位：ＭＰａ）。
【００６６】
〔曲げ弾性率〕
　曲げ弾性率は、ＪＩＳ　Ｋ７１１１（ＩＳＯ１７８に対応）に準拠して測定した。すな
わち、衝撃強さの測定に用いた試験片の調製と同様の条件で射出成形することにより調製
した、縦１２８ｍｍ、横１３ｍｍ及び厚み３ｍｍの平板形状の試験片について、材料試験
機（株式会社島津製作所製　２ｔオートグラフＡＧ－２０００Ｅ）を使用して、常温（温
度２３℃±１℃）において、支点間距離４８ｍｍ、試験速度１ｍｍ／分で曲げ試験を行い
、曲げ荷重－たわみ曲線の初期勾配から曲げ弾性率を算出した（ｎ＝５の平均値。単位：
ＭＰａ）。
【００６７】



(17) JP 2015-172106 A 2015.10.1

10

20

30

40

50

〔厚み減少速度〕
　厚み減少速度は、厚み１０ｍｍの試験片を使用して以下の方法によって測定した。すな
わち、プレス成形により厚み１０ｍｍのシート状の試験片を所要数調製した。プレス条件
は、温度２６０℃、予熱７分間、加圧５ＭＰａで３分間とし、プレス後には水冷却板にて
急冷した。次いで、温度６０℃の１Ｌ－オートクレーブ中に、調製した厚み１０ｍｍの試
験片を入れ、水（脱イオン水）を満たして浸漬試験を行った。予め定めた所定時間間隔で
浸漬後の試験片を取り出し、断面を切り出して、ドライルーム内に一晩放置し乾燥させた
後、試験片の芯部（硬い部分）の厚みを測定して、浸漬前の厚み（当初厚み、具体的には
１０ｍｍである。）との差から試験片の減少厚みを測定した。異なる浸漬時間により測定
した試験片の減少厚みの測定値に基づいて、試験片の減少厚みの時間変化を求め、試験片
の減少厚みの時間変化に直線性が認められる範囲における試験片の減少厚みの時間変化か
ら、成形品の厚み減少速度を算出した（単位：ｍｍ／時間）。
【００６８】
〔分解リードタイム〕
　先に説明した厚み１０ｍｍの試験片を使用する厚み減少速度の測定において、試験片の
減少厚みが初めて認められるまでの時間を、成形品の分解リードタイムとした（単位：時
間）。
【００６９】
［実施例１］
　脂肪族ポリエステル樹脂として、ポリグリコール酸単独重合体（株式会社クレハ製、Ｍ
ｗ：２２０，０００、Ｔｍ：２２５℃。以下、「ＰＧＡ１」ということがある。）１００
質量部に対して、カルボン酸無水物として、３，３’４，４’－ベンゾフェノンテトラカ
ルボン酸二無水物（ＢＴＤＡ）３質量部を配合した脂肪族ポリエステル樹脂組成物から、
射出成形機（東芝機械株式会社製、ＩＳ７５Ｅ）を使用して、アイゾット衝撃強さ（ノッ
チ有り）測定用の試験片、引張強度測定用の試験片、及び曲げ弾性率測定用の試験片を調
製した。また、前記の脂肪族ポリエステル樹脂組成物から、プレス成形機を使用して、温
度６０℃の水中における分解性〔以下、「分解性（６０℃水中）」と表記することがある
。〕を試験するための厚み減少速度及び分解リードタイム測定用の試験片を調製した。調
製した試験片について、アイゾット衝撃強さ（ノッチ有り）〔以下、「衝撃強度（ノッチ
有）」と表記することがある。〕、引張強度及び曲げ弾性率を測定し、また、分解性（６
０℃水中）として厚み減少速度及び分解リードタイムを測定した。測定結果を、カルボン
酸無水物の含有量〔質量部と、ポリグリコール酸（ＰＧＡ１）１００質量部に対する質量
部（以下、「対ＰＧＡ１００」と表記することがある。）とともに、表１に示す。
【００７０】
［実施例２］
　カルボン酸無水物として、ＢＴＤＡ５質量部を配合したことを除いて、実施例１と同様
にして、試験片を調製し、衝撃強度（ノッチ有）、引張強度及び曲げ弾性率、並びに、分
解性（６０℃水中）を測定した。測定結果を、カルボン酸無水物の含有量とともに、表１
に示す。
【００７１】
［比較例１］
　カルボン酸無水物を配合しなかったことを除いて、実施例１と同様にして、試験片を調
製し、衝撃強度（ノッチ有）、引張強度及び曲げ弾性率、並びに、分解性（６０℃水中）
を測定した。測定結果を表１に示す。
【００７２】
［実施例３］
　脂肪族ポリエステル樹脂として、ポリグリコール酸単独重合体（株式会社クレハ製、Ｍ
ｗ：２００，０００、Ｔｍ：２２５℃。以下、「ＰＧＡ２」ということがある。）８０質
量部に対して、カルボン酸無水物として、ＢＴＤＡ３質量部（ＰＧＡ２の１００質量部に
対して、ＢＴＤＡ　３．８質量部に相当する。）、及び、短繊維補強材として、ガラス繊
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維〔オーエンス・コーニング社製、０３ＪＡＦＴ５９２Ｓ、径（Ｄ）１０μｍ、溶融混練
後のアスペクト比（Ｌ／Ｄ）３０〕２０質量部（ＰＧＡ２の１００質量部に対して、ガラ
ス繊維２５質量部に相当する。）を配合したことを除いて、実施例１と同様にして、試験
片を調製し、衝撃強度（ノッチ有）、引張強度及び曲げ弾性率、並びに、分解性（６０℃
水中）を測定した。測定結果を、カルボン酸無水物及び短繊維補強材の含有量とともに、
表１に示す。
【００７３】
［実施例４］
　カルボン酸無水物として、ＢＴＤＡ５質量部を配合した（ＰＧＡ２　１００質量部に対
して、ＢＴＤＡ　６．３質量部に相当する。）ことを除いて、実施例３と同様にして、試
験片を調製し、衝撃強度（ノッチ有）、引張強度及び曲げ弾性率、並びに、分解性（６０
℃水中）を測定した。測定結果を、カルボン酸無水物及び短繊維補強材の含有量とともに
、表１に示す。
【００７４】
［比較例２］
　カルボン酸無水物及び短繊維補強材を配合しなかったことを除いて、実施例３と同様に
して、試験片を調製し、衝撃強度（ノッチ有）、引張強度及び曲げ弾性率、並びに、分解
性（６０℃水中）を測定した。測定結果を表１に示す。
【００７５】
［比較例３］
　カルボン酸無水物を配合しなかったことを除いて、実施例３と同様にして、試験片を調
製し、衝撃強度（ノッチ有）、引張強度及び曲げ弾性率、並びに、分解性（６０℃水中）
を測定した。測定結果を、短繊維補強材の含有量とともに、表１に示す。
【００７６】
【表１】

【００７７】
　表１から、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、ＰＧＡを５０質量％以上含む
脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有
する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成される実施例１及び２の有効厚みが１ｍｍ以
上である成形品は、１）温度６０℃の水に浸漬するときの分解が開始するまでのリードタ
イム（分解リードタイム）が４０時間以下、具体的には２０時間以下であり、２）温度６
０℃の水中に浸漬したときの厚み減少速度が０．０２ｍｍ／時間以上であって、比較例１
と比較して分解性が顕著に向上していることが確認され、さらに、３）アイゾット衝撃強
さ（ノッチ有り）が２５Ｊ／ｍ以上であって、比較例１と比較しても実用上支障がない範
囲での低下であり、４）引張強度が８０ＭＰａ以上であって、比較例１と比較して改善が
みられ、３）曲げ弾性率が４，０００ＭＰａ以上であることが分かった。したがって、実
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施例１及び２の脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成される有効厚みが１ｍｍ以上であ
る成形品は、実用上十分な機械的強度を有し、かつ、例えば温度６６℃未満のような比較
的低温度のダウンホール環境においても優れた分解性、特に極めて優れた初期分解性を有
し、所望する短時間で分解できるものであることが分かった。
【００７８】
　これに対して、カルボン酸無水物を含有しない脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成
される比較例１の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、実用上十分な機械的強度を有す
るものの、温度６０℃の水中に浸漬したときの厚み減少速度が０．０２ｍｍ／時間未満で
あり、同じく分解リードタイムが４０時間超過であることが分かった。したがって、比較
例１の脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成される有効厚みが１ｍｍ以上である成形品
は、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境においては、優れた
分解性を有さず、所望する短時間で分解できないものであることが分かった。
【００７９】
　また、表１から、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、ＰＧＡを５０質量％以
上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部
を含有し、更に短繊維補強材１～５０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物か
ら形成される実施例３及び４の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、温度６０℃の水中
に浸漬したときの分解リードタイムが４０時間以下、具体的には３２時間以下であって、
同じく厚み減少速度が０．０２ｍｍ／時間以上であり、比較例３と比較して分解性が顕著
に向上していることから、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環
境においても優れた分解性、特に優れた初期分解性を有し、所望する短時間で分解できる
ものであることが確認され、さらに、アイゾット衝撃強さ（ノッチ有り）が９４Ｊ／ｍま
たは９２Ｊ／ｍであって、比較例３と比較して改善がみられ、引張強度が２０８ＭＰａま
たは２０６ＭＰａであって、比較例３と比較して実用上支障がない範囲での１０％未満の
低下であり、曲げ弾性率が１０，１３２ＭＰａまたは１０，０３９ＭＰａであることから
、優れた機械的強度を有するものであることから、実用上十分な機械的強度を有するもの
であることが分かった。
【００８０】
　これに対して、カルボン酸無水物及び短繊維補強材を含有しない脂肪族ポリエステル樹
脂組成物から形成される比較例２の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、実用上十分な
機械的強度を有するものの、温度６０℃の水中に浸漬したときの厚み減少速度が０．０２
ｍｍ／時間未満であり、同じく分解リードタイムが４０時間超過であることが分かった。
したがって、比較例２の脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成される有効厚みが１ｍｍ
以上である成形品は、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境に
おいては、優れた分解性を有さず、所望する短時間で分解できないものであることが分か
った。
【００８１】
　さらに、短繊維補強材を含有するが、カルボン酸無水物を含有しない脂肪族ポリエステ
ル樹脂組成物から形成される比較例３の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品は、優れた機
械的強度を有するものの、温度６０℃の水中に浸漬したときの厚み減少速度が０．０２ｍ
ｍ／時間未満であり、同じく分解リードタイムが４０時間超過であることが分かった。し
たがって、比較例３の脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成される有効厚みが１ｍｍ以
上である成形品は、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境にお
いては、優れた分解性を有さず、所望する短時間で分解できないものであることが分かっ
た。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明は、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、ポリグリコール酸樹脂を５０
質量％以上含む脂肪族ポリエステル樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３
０質量部を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物から形成されることを特徴とする、有



(20) JP 2015-172106 A 2015.10.1

10

20

効厚みが１ｍｍ以上である成形品であることにより、分解性材料である脂肪族ポリエステ
ル樹脂を含有し、有効厚みが１ｍｍ以上である成形品であって、例えば温度６６℃未満の
ような比較的低温度のダウンホール環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間
で分解できるとともに、十分な機械的強度を有する成形品を提供することができるので、
産業上の利用可能性が高い。
【００８３】
　また、本発明は、前記の有効厚みが１ｍｍ以上である成形品から形成される炭化水素資
源回収用ダウンホールツール部材であることにより、例えば温度６６℃未満のような比較
的低温度のダウンホール環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解でき
るとともに、十分な機械的強度を有する炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材を提
供することができるので、産業上の利用可能性が高い。
【００８４】
　更にまた、本発明は、ポリグリコール酸樹脂を５０質量％以上含む脂肪族ポリエステル
樹脂１００質量部に対して、カルボン酸無水物１～３０質量部を含有する前記の炭化水素
資源回収用ダウンホールツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物であることにより、
例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウンホール環境においても優れた分解性
を有し、所望する短時間で分解できるとともに、十分な機械的強度を有する炭化水素資源
回収用ダウンホールツール部材を形成することができる炭化水素資源回収用ダウンホール
ツール部材用脂肪族ポリエステル樹脂組成物を提供することができるので、産業上の利用
可能性が高い。そしてまた、本発明は、前記の炭化水素資源回収用ダウンホールツール部
材を使用して、坑井処理を行った後に、炭化水素資源回収用ダウンホールツール部材が分
解される坑井掘削方法であることにより、該ダウンホールツール部材が、十分な機械的強
度を有する成形品から形成されるものであることによって、フラクチャリング等の坑井処
理を確実に行うことができ、さらに、例えば温度６６℃未満のような比較的低温度のダウ
ンホール環境においても優れた分解性を有し、所望する短時間で分解できるので、効率的
かつ経済的な坑井掘削方法を提供することができるので、産業上の利用可能性が高い。



(21) JP 2015-172106 A 2015.10.1

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｅ２１Ｂ  43/00     (2006.01)           Ｅ２１Ｂ   43/00     　　　　        　　　　　
   Ｃ０８Ｌ 101/16     (2006.01)           Ｃ０８Ｌ  101/16     　　　　        　　　　　

(72)発明者  大倉　正之
            東京都中央区日本橋浜町三丁目３番２号　株式会社クレハ内
(72)発明者  ▲高▼橋　健夫
            東京都中央区日本橋浜町三丁目３番２号　株式会社クレハ内
Ｆターム(参考) 4F206 AA24  AB17  AB18  AB19  AB25  AD16  AR12  AR20  JA07  JF02 
　　　　 　　        JL02  JW45 
　　　　 　　  4J002 CF181 EF126 FD196 GL00 
　　　　 　　  4J200 AA04  AA06  BA13  DA12  EA11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	overflow

