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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、シュリンク加工後も優れた金属光沢を有する印刷層を有するシ
ュリンクラベルを提供することにある。
【解決手段】本発明のシュリンクラベルは、基材の少なくとも片面側に、ウレタン系樹脂
、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリル系樹脂からなる群より選ばれた少なくとも１
つの樹脂２０～７０重量％、可塑剤２０～３５重量％および蒸着法により製造されたアル
ミニウム顔料１０～２８重量％を含む印刷層を有することを特徴としている。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の少なくとも片面側に、ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリ
ル系樹脂からなる群より選ばれた少なくとも１つの樹脂２０～７０重量％、可塑剤２０～
３５重量％および蒸着法により製造されたアルミニウム顔料１０～２８重量％を含む印刷
層を有することを特徴とするシュリンクラベル。
【請求項２】
　前記ウレタン系樹脂のガラス転移温度が－６０～４０℃である請求項１に記載のシュリ
ンクラベル。
【請求項３】
　前記印刷層が、セルロース系樹脂を含む印刷層である請求項１または２に記載のシュリ
ンクラベル。
【請求項４】
　前記可塑剤が、アセチルクエン酸トリブチルである請求項１～３のいずれかの項に記載
のシュリンクラベル。
【請求項５】
　主配向方向の、９０℃、１０秒における熱収縮率が１５％以上である請求項１～４のい
ずれかの項に記載のシュリンクラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シュリンクラベルに関する。より詳しくは、シュリンク加工後も優れた金属
光沢（高い輝度感）を維持しうる印刷層を有するシュリンクラベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、お茶や清涼飲料水等の飲料用容器として、ＰＥＴボトルなどのプラスチック製ボ
トルや、ボトル缶等の金属製ボトル等が広く用いられている。これらの容器には、表示や
装飾性、機能性の付与のためプラスチックラベルを装着する場合が多く、このプラスチッ
クラベルには、装飾性、加工性（容器への追従性）、広い表示面積等のメリットから、印
刷層が設けられたシュリンクラベルが広く使用されている（例えば、特許文献１～３参照
）。
【０００３】
　一方、プラスチックラベル（シュリンクラベル等）に設けられる印刷層の中でも銀色の
印刷層を形成するための銀インキとして、湿式ボールミル法により得られたアルミニウム
顔料を含有する印刷インキが知られている。さらに近年、特に高輝度の金属光沢を有する
印刷層を形成するための印刷インキとして、蒸着金属膜を粉砕してフレークを作製する、
いわゆる蒸着法により得られたアルミニウムフレーク顔料（「蒸着アルミニウム顔料」と
称する場合がある）を含有する高輝度印刷インキが知られている（例えば、特許文献４～
６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２０１４６３号公報
【特許文献２】特開２００８－１７０８２２号公報
【特許文献３】特開２００６－１６０７９６号公報
【特許文献４】特開２００７－２２４２４３号公報
【特許文献５】特開２００３－９６３３４号公報
【特許文献６】特開２００２－２０６６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上記の蒸着アルミニウム顔料を含有する印刷インキは、通常のプラスチ
ックラベルに対しては優れた金属光沢を有する印刷層を形成することができるが、シュリ
ンクラベルに対して用いた場合には、シュリンク（収縮）加工時に印刷層の金属光沢が極
端に低下する問題が生じることがわかった。従って、シュリンク加工後も優れた金属光沢
（金属光沢調）を維持しうる印刷層を有するシュリンクラベルは得られていないのが現状
である。
【０００６】
　即ち、本発明の目的は、シュリンク加工後も優れた金属光沢を有する印刷層を有するシ
ュリンクラベルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、基材の少なくとも片面側に
、特定の樹脂、可塑剤及び蒸着アルミニウム顔料を特定の割合で含有する印刷層を設ける
ことにより、シュリンク加工後も印刷層の優れた金属光沢を維持しうるシュリンクラベル
を得ることができることを見出し、本発明を完成した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、基材の少なくとも片面側に、ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピ
レン系樹脂及びアクリル系樹脂からなる群より選ばれた少なくとも１つの樹脂２０～７０
重量％、可塑剤２０～３５重量％および蒸着法により製造されたアルミニウム顔料１０～
２８重量％を含む印刷層を有することを特徴とするシュリンクラベルを提供する。
【０００９】
　さらに、本発明は、前記ウレタン系樹脂のガラス転移温度が－６０～４０℃である前記
のシュリンクラベルを提供する。
【００１０】
　さらに、本発明は、前記印刷層が、セルロース系樹脂を含む印刷層である前記のシュリ
ンクラベルを提供する。
【００１１】
　さらに、本発明は、前記可塑剤が、アセチルクエン酸トリブチルである前記のシュリン
クラベルを提供する。
【００１２】
　さらに、本発明は、主配向方向の９０℃、１０秒における熱収縮率が１５％以上である
前記のシュリンクラベルを提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のシュリンクラベルは、印刷層に、特定のベース樹脂および蒸着アルミニウム顔
料を特定量用いている。このため、該印刷層は、優れた金属光沢と基材との密着性を有し
ている。さらに、印刷層に比較的多量の可塑剤を配合していることにより、印刷層が比較
的やわらかい。このため、シュリンク加工の際に、印刷層中の蒸着アルミニウム顔料が折
れ曲がる等の変形を起こしにくいことや、蒸着アルミニウム顔料の配向（配列）が乱れに
くいことに起因すると考えられるが、シュリンク加工後においても印刷層の優れた金属光
沢が維持される。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明のシュリンクラベルは、基材の少なくとも片面側に、ウレタン系樹脂、塩素化ポ
リプロピレン系樹脂及びアクリル系樹脂からなる群より選ばれた少なくとも１つの樹脂２
０～７０重量％、可塑剤２０～３５重量％および蒸着法により製造されたアルミニウム顔
料１０～２８重量％を含む印刷層を有する。なお、上記の印刷層を「本発明の印刷層」と
称する場合がある。また、ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリル系
樹脂からなる群より選ばれた少なくとも１つの樹脂を「ベース樹脂」と称する場合がある
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。印刷層中に、ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリル系樹脂からな
る群より選ばれた２つ以上の樹脂が含まれる場合には、それら全ての樹脂がベース樹脂で
ある。さらに、蒸着法により製造されたアルミニウム顔料を「蒸着アルミニウム顔料」と
称する場合がある。
【００１５】
［本発明の印刷層］
　本発明の印刷層は、本発明のシュリンクラベルにおける必須の印刷層である。本発明の
印刷層は、ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリル系樹脂からなる群
より選ばれた少なくとも１つの樹脂（ベース樹脂）、可塑剤および蒸着アルミニウム顔料
を必須の成分として含有する。本発明の印刷層は、上記の必須成分（ベース樹脂、可塑剤
及び蒸着アルミニウム顔料）以外にも、セルロース系樹脂を含有することが好ましい。ま
た、蒸着アルミニウム顔料以外の顔料（「その他の顔料」と称する場合がある）を含有し
てもよく、さらにその他の添加剤を含有してもよい。
【００１６】
（ベース樹脂）
　本発明の印刷層におけるベース樹脂は、基材との密着性および印刷層の柔軟性の観点か
ら、ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリル系樹脂からなる群より選
ばれた１つの樹脂又は２つ以上の樹脂である。中でも、ウレタン系樹脂又は塩素化ポリプ
ロピレン系樹脂が好ましく、ウレタン系樹脂が特に好ましい。
【００１７】
　上記ウレタン系樹脂は、特に限定されず、公知乃至慣用の印刷インキ用のポリウレタン
樹脂を用いることができ、ポリイソシアネート化合物とポリオール化合物とを反応させて
得られる樹脂が挙げられる。
【００１８】
　上記ポリイソシアネート化合物としては、芳香族、脂肪族及び脂環族の公知のジイソシ
アネート類の１種又は２種以上の混合物が挙げられる。ジイソシアネート類としては、例
えば、トリレンジイソシアネート、４，４－ジフェニルメタンジイソシアネート、１，３
－フェニレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシ
アネート、１，５－ナフタレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネートなどが挙
げられる。また、必要に応じて３官能以上のポリイソシアネート類やポリイソシアネート
アダクト体を上記ジイソシアネート類と混合して用いることもできる。
【００１９】
　上記ポリオール化合物としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，３
－プロパンジオール、プロピレングリコール（１，２－プロパンジオール）、ブタンジオ
ール（１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール等）、１，６－ヘキサンジオー
ル、シクロヘキサンジメタノールなどの低分子量グリコール類；ポリエチレングリコール
、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール、ポリテトラメチレングリ
コール－ポリカプロラクトン共重合体等のポリエーテルジオール；プロピレングリコール
、ブタンジオール、ヘキサンジオールなどのジオール類とアジピン酸、セバシン酸、アゼ
ライン酸、イソフタル酸、テレフタル酸、フマル酸などの２塩基酸類とから得られるポリ
エステルジオール；ポリカプロラクトンジオール、ポリバレロラクトンジオール、ラクト
ンブロック共重合ジオールなどのラクトンジオール等の公知のジオール類を使用できる。
また、必要に応じて上記のジオール類と、３官能以上のポリオール化合物（ポリエーテル
ポリオールやポリエステルポリオールなど）とを混合して用いることもできる。
【００２０】
　上記の中でも、ポリエステルジオール系のポリウレタン（ポリオール化合物としてポリ
エステルジオールを用いて得られたポリウレタン）が好ましい。
【００２１】
　上記ウレタン系樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）は、柔軟性の観点から、－６０～４０℃
が好ましく、より好ましくは－５０～３０℃である。上記Ｔｇは、例えば、ＤＳＣ（示差
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走査熱量測定）により測定することができる。ＤＳＣ測定は、特に限定されないが、例え
ば、セイコーインスツルメンツ（株）製、示差走査熱量計「ＤＳＣ６２００」を用いて、
昇温速度１０℃／分の条件で行うことができる。
【００２２】
　上記ウレタン系樹脂は、市販品を用いることも可能である。例えば、三洋化成工業（株
）製「サンプレン　ＩＢシリーズ、ＬＱシリーズ」などが市場で入手可能である。
【００２３】
　上記塩素化ポリプロピレン系樹脂は、ポリプロピレン系樹脂を塩素化することにより得
られるポリプロピレン系樹脂の塩素化物である。上記ポリプロピレン系樹脂は、プロピレ
ンを主たる構成モノマーとする重合体（プロピレンに対応する構成単位を主たる構成単位
とする重合体）である。より具体的には、分子中に、プロピレンに対応する構成単位（プ
ロピレン由来の構成単位、プロピレン成分とも称する）を５０～１００重量％、より好ま
しくは６０～９５重量％含む重合体である。上記ポリプロピレン系樹脂は、プロピレンの
単独重合体（ホモポリマー）であってもよいし、プロピレンと他の共重合モノマーとの共
重合体（プロピレンに対応する構成単位と他の共重合モノマーに対応する構成単位とを構
成単位とする共重合体）であってもよい。また、上記共重合体は、共重合の形態は特に限
定されず、ランダム共重合体であってもよいし、ブロック共重合体であってもよい。上記
の他の共重合モノマーとしては、特に限定されず、プロピレン以外のα－オレフィン（例
えば、エチレン、ブテン－１、ペンテン－１、ヘキセン－１、４－メチル－１－ペンテン
、オクテン－１などの炭素数２又は４～２０のα－オレフィンなど）が挙げられる。他の
共重合モノマーは、単独で又は２種以上混合して使用することができる。
【００２４】
　上記塩素化ポリプロピレン系樹脂の塩素含有率は、特に限定されないが、密着性の観点
から、１～５０重量％が好ましく、より好ましくは５～４０重量％である。
【００２５】
　上記塩素化ポリプロピレン系樹脂は、特に限定されず、公知乃至慣用の印刷インキ用の
塩素化ポリプロピレン系樹脂を用いることができる。
【００２６】
　上記塩素化ポリプロピレン系樹脂は、市販品を用いることも可能である。例えば、日本
製紙ケミカル（株）製「スーパークロンシリーズ」などが市場で入手可能である。
【００２７】
　上記アクリル系樹脂は、特に限定されず、公知乃至慣用の印刷インキ用のアクリル系樹
脂を用いることができ、アクリル系単量体を必須の単量体成分として構成されたアクリル
系樹脂が挙げられる。上記アクリル系樹脂を構成する単量体成分としては、例えば、（メ
タ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メ
タ）アクリル酸イソプロピル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチ
ル、（メタ）アクリル酸ｓ－ブチル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチル、（メタ）アクリル
酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（
メタ）アクリル酸イソノニル、（メタ）アクリル酸デシル、（メタ）アクリル酸ドデシル
などの直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル［好
ましくは（メタ）アクリル酸Ｃ1-12アルキルエステル等］；（メタ）アクリル酸、クロト
ン酸、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸などのカルボキシル基含有重合性不飽和化合物
又はその無水物；２－ヒドロキシメチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル
（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシ
ヘキシル（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ジプ
ロピレングリコールモノ（メタ）アクリレートなどのヒドロキシル基含有（メタ）アクリ
ル酸エステル［好ましくは（メタ）アクリル酸ヒドロキシＣ1-8アルキルエステル等］な
どが挙げられる。なお、「（メタ）アクリル」とは「アクリル」及び／又は「メタクリル
」を意味する。
【００２８】
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　また、上記のほか、必要に応じて、（メタ）アクリル酸シクロヘキシルなどの（メタ）
アクリル酸シクロアルキルエステル；Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブト
キシメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ
－ジエチル（メタ）アクリルアミドなどの（メタ）アクリル酸アミド誘導体；ジメチルア
ミノエチル（メタ）アクリレート、ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジプロ
ピルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート
、ジプロピルアミノプロピル（メタ）アクリレートなどの（メタ）アクリル酸ジアルキル
アミノアルキルエステル類；スチレン、ビニルトルエン、α－メチルスチレンなどのスチ
レン系化合物；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニルなどのビニルエステル類；塩化ビニルな
どのハロゲン化ビニル；メチルビニルエーテルなどのビニルエーテル類；（メタ）アクリ
ロニトリルなどのシアノ基含有ビニル化合物；エチレン、プロピレンなどのオレフィン類
やジエン類などの重合性不飽和化合物を単量体成分として用いることもできる。
【００２９】
　上記アクリル系樹脂は、市販品を用いることも可能である。例えば、東亞合成（株）製
「ＡＲＵＦＯＮシリーズ」、三菱レイヨン（株）製「ダイヤナールシリーズ」などが市場
で入手可能である。
【００３０】
　本発明の印刷層中の上記ベース樹脂（ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及
びアクリル系樹脂からなる群より選ばれた少なくとも１つの樹脂）の含有量は、本発明の
印刷層の総重量（１００重量％）に対して、２０～７０重量％であり、好ましくは２５～
５０重量％、より好ましくは２９～３６重量％である。ベース樹脂の含有量が２０重量％
未満では、印刷層と基材との密着性が低下し、印刷層が基材より剥離しやすくなる。一方
、７０重量％を超えると、印刷層中の蒸着アルミニウム顔料又は可塑剤の含有量が低下し
て、シュリンク加工後に優れた金属光沢が得られない。本発明の印刷層中にウレタン系樹
脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリル系樹脂からなる群より選ばれた２つ以上の
樹脂が含まれる場合には、ウレタン系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹脂及びアクリル系
樹脂からなる群より選ばれた全ての樹脂の含有量の合計量（合計含有量）が、上記の含有
量の範囲を満たす必要がある。なお、特にウレタン系樹脂の含有量が上記範囲内であるこ
とが好ましい。
【００３１】
（蒸着アルミニウム顔料）
　本発明の印刷層における蒸着アルミニウム顔料（蒸着法により製造されたアルミニウム
顔料）は、蒸着法により製造されたアルミニウムフレークである。上記蒸着法とは、適宜
な支持基材（フィルムなど）上に金属（本発明ではアルミニウム）を蒸着して蒸着金属（
アルミニウム）膜を作製した後、これを剥離、粉砕、必要に応じて、分級してフレーク状
とする蒸着金属膜細片（蒸着アルミニウムフレーク）の製造方法である（例えば、特開２
００２－２０６６８号公報参照）。上記の蒸着法によれば、従来のボールミルによる粉砕
（「ボールミル法」又は「湿式ボールミル法」と称する場合がある）などにより製造する
場合と比べ、板状で厚みのより薄いアルミニウムフレークを得ることができる。このため
、印刷層中において、顔料であるアルミニウムフレークがシュリンクラベルの表面と平行
方向に配向しやすく配向性が向上し、入射光を正反射しやすくなる。このため、印刷層の
鏡面光沢度及び透過濃度が向上し、優れた金属光沢を示す。
【００３２】
　上記蒸着アルミニウム顔料の平均厚みは、特に限定されないが、０．０１～０．１μｍ
が好ましい。上記平均厚みが０．０１μｍ未満では、工業的に製造効率が悪い場合がある
。一方、上記平均厚みが０．１μｍを超えると、印刷層中における顔料の配向性が低下し
、金属光沢が低下する場合がある。なお、ボールミル法により製造したアルミニウムフレ
ークの平均厚みは、一般的に０．１μｍを超え３μｍ以下程度である。上記の平均厚みは
、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察により、任意の１０個のアルミニウムフレークの厚み
を測定することにより求めることができる。
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【００３３】
　上記蒸着アルミニウム顔料の平均粒径は、特に限定されないが、１～４０μｍが好まし
く、より好ましくは５～３０μｍである。上記平均粒径が１μｍ未満では鏡面光沢度が低
下する場合があり、４０μｍを超えると印刷インキをグラビア印刷した場合にかすれが発
生する場合がある。上記平均粒径は、粒度分布計により測定することができる。
【００３４】
　上記蒸着アルミニウム顔料は、市販品を用いることも可能である。例えば、チバ・ジャ
パン（株）製「メタシーン　７１－００１０」、「メタシーン　４１－００１０」、エカ
ルト社製「メタルアー　Ａ４１０１０ＡＥ」などが市場で入手可能である。
【００３５】
　本発明の印刷層中の上記蒸着アルミニウム顔料の含有量は、本発明の印刷層の総重量（
１００重量％）に対して、１０～２８重量％であり、好ましくは１１～２５重量％である
。蒸着アルミニウム顔料の含有量が１０重量％未満では、印刷層中の蒸着アルミニウム顔
料が少なく、特に印刷層の透過濃度が低下して、金属光沢が低下する（輝度感が低下する
）。一方、２８重量％を超えると、印刷層と基材との密着性が低下し、印刷層が基材より
剥離しやすくなる。なお、上記の蒸着アルミニウム顔料の含有量は、アルミニウムフレー
クの含有量、即ち、不揮発分の含有量である。
【００３６】
（可塑剤）
　本発明の印刷層における可塑剤は、印刷層に柔軟性を付与し、シュリンク加工時の蒸着
アルミニウム顔料の変形や配向（配列）の乱れを抑制し、シュリンク加工による印刷層の
金属光沢の低下を抑制する役割を担う。上記可塑剤としては、公知乃至慣用の可塑剤を用
いることが可能であり、特に限定されないが、例えば、フタル酸ジフェニル、フタル酸ジ
ヘキシル、フタル酸ジシクロヘキシル（ＤＣＨＰ：融点６６℃）、フタル酸ジヒドロアビ
エチル、イソフタル酸ジメチル等のフタル酸エステル系化合物；アセチルクエン酸トリブ
チル（ＡＴＢＣ：融点－８０℃）などのクエン酸エステル系化合物；三安息香酸トリメチ
ロールエタン、三安息香酸トリメチロールプロパン（融点８８℃）、三安息香酸グリセリ
ド（融点７３℃）、四安息香酸ペンタエリトリットなどの安息香酸エステル系化合物；八
酢酸スクロース、ケテン酸トリシクロヘキシル、トリエチレングリコールビス［３－（３
－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピロネート）］（融点７７℃
）、１，６－ヘキサンジオールビス［３－（２，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフ
ェニル）プロピオネート］（融点１０３℃）などの脂肪酸エステル系化合物；Ｎ－シクロ
ヘキシル－ｐ－トルエンスルホン酸アミドなどのスルホン酸エステル系化合物；リン酸エ
ステル系化合物、ヒンダードフェノール系化合物、トリアゾール系化合物、ハイドロキノ
ン系化合物などから選ぶことができる。中でも、フタル酸ジシクロヘキシル（ＤＣＨＰ）
、アセチルクエン酸トリブチル（ＡＴＢＣ）が好ましく、特に好ましくはＡＴＢＣである
。
【００３７】
　上記可塑剤は、市販品を用いることも可能である。例えば、旭化成ファインケム（株）
製「ＡＴＢＣ」、和光純薬工業（株）製「ＤＣＨＰ」などが市場で入手可能である。
【００３８】
　本発明の印刷層中の上記可塑剤の含有量は、本発明の印刷層の総重量（１００重量％）
に対して、２０～３５重量％であり、好ましくは２２～３０重量％、より好ましくは２５
～２８重量％である。可塑剤の含有量が２０重量％未満では、印刷層を柔軟化する効果が
不十分であり、シュリンク加工時に、特に印刷層の鏡面光沢度が低下して、金属光沢が低
下する（輝度感が低下する）。一方、３５重量％を超えると、印刷層が柔軟になりすぎて
、印刷層が剥離しやすくなる場合や、ブロッキングしやすくなる場合や、耐スクラッチ性
が低下する場合がある。
【００３９】
（セルロース系樹脂）
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　本発明の印刷層は、セルロース系樹脂を含有することが好ましい。セルロース系樹脂は
、印刷層を形成するための樹脂組成物（「印刷インキ」と称する場合がある）の粘度を調
整する役割を担う。本発明の印刷インキは、粘度が比較的低くなり易いため、塗布性（塗
工性）を向上させるために、セルロース系樹脂を加えて粘度を高くすることが好ましい。
上記セルロース系樹脂は、特に限定されないが、ニトロセルロース（硝化綿）や、セルロ
ースアセテートブチレート（ＣＡＢ）、セルロースアセテート、セルロースアセテートプ
ロピオネート（ＣＡＰ）等のエステル化されたセルロース樹脂が好ましく例示される。中
でも、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）、ニトロセルロースが特に好ましい。
【００４０】
　上記セルロース系樹脂の重量平均分子量は、特に限定されないが、１万～１５万が好ま
しく、より好ましくは２万～１０万である。上記重量平均分子量が１万未満では印刷イン
キの粘度が上がらない場合がある。一方、１５万を超えるとセルロース系樹脂の溶解性が
悪くなる場合がある。また、グラビア印刷の際に糸引き現象が起きる場合があり好ましく
ない。
【００４１】
　上記セルロース系樹脂は、市販品を用いることも可能である。例えば、イーストマンケ
ミカル社製「ＣＡＢ－３８１－２０、ＣＡＢ－３８１－０．５、ＣＡＢ－５５１－０．１
」、ベルジュラックＮＣ社製「ＨＩＧシリーズ」、「ＬＩＧシリーズ」などが市場で入手
可能である。
【００４２】
　本発明の印刷層中の上記セルロース系樹脂の含有量は、特に限定されないが、本発明の
印刷層の総重量（１００重量％）に対して、１０～５０重量％が好ましく、より好ましく
は１５～３３重量％、さらに好ましくは１９～２５重量％である。セルロース系樹脂の含
有量が１０重量％未満では、印刷インキの粘度を調整する効果が不十分であり、印刷イン
キの塗布性が低下する場合がある。一方、５０重量％を超えると、印刷インキが高粘度と
なりすぎて塗布性が低下する場合や印刷層の性能が低下する場合がある。また、シュリン
ク加工後に優れた金属光沢が得られない場合がある。
【００４３】
（その他の顔料）
　本発明の印刷層は、上記の蒸着アルミニウム顔料以外の顔料（その他の顔料）を含有し
ていてもよい。印刷層は、その他の顔料を含有する場合には、蒸着アルミニウム顔料によ
る金属光沢を有することに加えて、顔料の種類に応じて着色される。このため、カラーメ
タリック調の印刷層が得られる。その他の顔料は、用途等に応じて、印刷インキに用いら
れる公知乃至慣用の有機、無機の着色顔料を用いることができ、特に限定されないが、例
えば、酸化チタン（二酸化チタン）等の白顔料、銅フタロシアニンブルー等の藍（青色）
顔料、縮合アゾ系顔料などの赤色顔料、アゾレーキ系顔料等の黄色顔料、カーボンブラッ
ク等が挙げられる。
【００４４】
　上記その他の顔料は、市販品を用いることも可能である。例えば、レジノカラー工業（
株）製「レッドＣＡＢＲ－Ｔ－７１７２」、「イエローＣＡＢＲ－Ｔ－７７０３」、「ブ
ルーＣＡＢＲ－Ｔ－６４６１」、「ブラックＣＡＢＲ－Ｔ－７０９４」などが市場で入手
可能である。
【００４５】
　本発明の印刷層中の上記のその他の顔料の含有量は、特に限定されないが、本発明の印
刷層の総重量（１００重量％）に対して、０．１～２０重量％が好ましく、より好ましく
は０．５～１５重量％である。その他の顔料の含有量が０．１重量％未満では着色効果が
得られない場合があり、２０重量％を超えると金属光沢が低下する場合がある。なお、本
発明の印刷層中に２種類以上のその他の顔料が含まれる場合には、全てのその他の顔料の
含有量の合計量（合計含有量）が上記の範囲を満たすことが好ましい。
【００４６】
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（その他の添加剤）
　本発明の印刷層は、上記の必須成分（ベース樹脂、可塑剤及び蒸着アルミニウム顔料）
、セルロース系樹脂、その他の顔料以外にも、必要に応じて、他の樹脂成分、滑剤、沈降
防止剤、分散剤、安定剤、充填剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、色別れ防止
剤、香料、消臭剤等のその他の添加剤を、本発明の効果を損なわない範囲内で含有してい
てもよい。
【００４７】
　本発明の印刷層は、優れた金属光沢を得るため、印刷層の厚みを薄くすることが好まし
い。本発明の印刷層の厚みは、特に限定されないが、０．０５～３μｍが好ましく、より
好ましくは０．１～２μｍである。印刷層の厚みが０．０５μｍ未満では、透過濃度が低
下して金属光沢が低下する場合がある。一方、厚みが３μｍを超えると、印刷層や印刷層
を形成する際の印刷インキの塗布層厚みが厚くなるため、印刷層や印刷インキの塗布層中
で蒸着アルミニウム顔料が配向しにくくなり、鏡面光沢度が低下して、金属光沢が低下す
る場合がある。また、印刷インキの使用量が増加し、コスト面や環境面で好ましくない場
合がある。さらに、均一に塗布することが困難となったり、印刷層がもろくなって、剥離
しやすくなったりする場合がある。
【００４８】
［基材］
　本発明のシュリンクラベルにおける基材は、印刷層の担体（支持体）となり、ラベルの
強度、剛性や収縮特性を担う役割を担う。上記基材は、シュリンクフィルム（熱収縮性フ
ィルム）であれば、特に限定されず、公知のシュリンクラベルの基材として用いられるシ
ュリンクフィルムを用いることができる。上記シュリンクフィルムを形成する樹脂の種類
は、要求物性、用途、コストなどに応じて、適宜選択することが可能であり、特に限定さ
れないが、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、
ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、アラミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリフェニレン
スルフィド樹脂、アクリル系樹脂等の樹脂が挙げられる。これらの樹脂は１種のみを用い
てもよいし、２種以上を用いてもよい。さらに、同種又は異種の樹脂を積層して積層フィ
ルムとして用いてもよい。中でも、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリス
チレン系樹脂が好ましい。即ち、上記シュリンクフィルムは、ポリエステル系樹脂からな
るポリエステル系フィルム、ポリスチレン系樹脂からなるポリスチレン系フィルム、ポリ
オレフィン系樹脂からなるポリオレフィン系フィルム、ポリエステル系樹脂を外層とし、
ポリオレフィン系樹脂又はポリスチレン系樹脂を内層とした異種積層フィルムが好ましい
。上記の中でも、透明性の観点から、特にポリエステル系フィルムが好ましい。上記のポ
リエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂としては、例えば、特開
２００８－１７０８２２号公報、特開２００８－１７０６９７号公報、特開２００８－１
６３２１５号公報、特開２００８－１６３２３１号公報に記載のポリエステル系樹脂、ポ
リオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂などを用いることができる。
【００４９】
　上記ポリエステル系フィルムに用いられるポリエステル系樹脂としては、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）系樹脂やポリ（エチレン－２，６－ナフタレンジカルボキシレ
ート）（ＰＥＮ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）等を用いることができ、中でも好ましくはポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）系樹脂である。上記ＰＥＴ系樹脂としては、ジカルボン
酸成分としてテレフタル酸を用い、ジオール成分としてエチレングリコールを用いたポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）；ジカルボン酸成分としてテレフタル酸を用い、ジオ
ール成分としてエチレングリコールを主成分、１，４－シクロヘキサンジメタノール（Ｃ
ＨＤＭ）を共重合成分として用いた共重合ポリエステル（ＣＨＤＭ共重合ＰＥＴ）、ジカ
ルボン酸成分としてテレフタル酸を用い、ジオール成分としてエチレングリコールを主成
分、ネオペンチルグリコール（ＮＰＧ）を共重合成分として用いた共重合ポリエステル（
ＮＰＧ共重合ＰＥＴ）、ジカルボン酸成分としてテレフタル酸を用い、ジオール成分とし
てエチレングリコールを主成分、ジエチレングリコールを共重合成分として用いた共重合
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ポリエステルなどのジオール変性ＰＥＴ；ジカルボン酸変性ＰＥＴ（ジカルボン酸成分に
おいて、テレフタル酸を主成分にイソフタル酸及び／又はアジピン酸で変性）などが挙げ
られる。
【００５０】
　上記ポリスチレン系フィルムに用いられるポリスチレン系樹脂としては、構成モノマー
として、例えば、スチレン、α－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、ｐ－メチルスチ
レン、ｐ－エチルスチレン、ｐ－イソブチルスチレン、ｐ－ｔ－ブチルスチレン、クロロ
メチルスチレン等のスチレン系単量体を１種又は２種以上含む樹脂が挙げられる。具体的
には、例えば、一般ポリスチレン、スチレン－ブタジエン共重合体（ＳＢＳ）、スチレン
－ブタジエン－イソプレン共重合体（ＳＢＩＳ）、スチレン－アクリル酸エステル共重合
体等が好ましく例示される。
【００５１】
　上記ポリオレフィン系フィルムに用いられるポリオレフィン系樹脂としては、低密度ポ
リエチレン（ＬＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、メタロセン触媒系
ＬＬＤＰＥ（ｍＬＬＤＰＥ）などのポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、プロピレン－
α－オレフィン共重合体などのポリプロピレン系樹脂、エチレン酢酸ビニル共重合体、環
状オレフィン樹脂等が挙げられる。特に、ポリオレフィン系フィルムとしては、環状オレ
フィン樹脂を外層とするものが好ましい。例えば、環状オレフィン樹脂を外層とし、ポリ
エチレン系樹脂又はポリプロピレン系樹脂を内層（中心層）とするものが好ましい。
【００５２】
　本発明における基材は単層構成であってもよいし、積層構成を有していてもよい。即ち
、上記シュリンクフィルムは、単層フィルムであってもよいし、要求物性、用途などに応
じて、複数のフィルム層を積層した積層フィルムであってもよい。また、積層フィルムの
場合、同種の樹脂からなるフィルム層を積層していてもよいし、異なる樹脂からなるフィ
ルム層を積層していてもよい。積層フィルムの場合、ポリエステル系樹脂を外層とし、ポ
リオレフィン系樹脂又はポリスチレン系樹脂を内層とした積層フィルムや、環状オレフィ
ン樹脂を外層とし、ポリエチレン系樹脂又はポリプロピレン系樹脂を内層とした積層フィ
ルムが好ましい。
【００５３】
　上記基材として用いられるシュリンクフィルムは、シュリンク特性を発揮する観点から
、１軸、２軸または多軸に配向したフィルムであることが好ましい。シュリンクフィルム
が積層フィルムの場合には、積層フィルム中の少なくとも１層のフィルム層が配向してい
ることが好ましい。全てのフィルム層が無配向の場合には、十分なシュリンク特性を発揮
できない場合がある。シュリンクフィルムとしては、特に１軸または２軸配向フィルムが
用いられることが多く、中でも、フィルムの１軸方向に強く配向しているフィルム（実質
的に１軸延伸されたフィルム）が一般的に用いられる。特に幅方向に１軸延伸されたフィ
ルムが好ましい。
【００５４】
　上記シュリンクフィルムは、溶融製膜または溶液製膜などの慣用の方法によって作製す
ることができる。また、市販のシュリンクフィルムを用いることも可能である。シュリン
クフィルムの表面には、必要に応じて、コロナ放電処理やプライマー処理等の慣用の表面
処理が施されていてもよい。積層構成のシュリンクフィルムを作製する場合、積層の方法
としては、慣用の方法、例えば、共押出法、ドライラミネート法などを用いることが可能
である。シュリンクフィルムに配向を施す方法としては、長手方向（フィルムの製造ライ
ン方向。縦方向又はＭＤ方向とも称する）および幅方向（長手方向と直交する方向。横方
向又はＴＤ方向とも称する）の２軸延伸、長手方向又は幅方向の１軸延伸を用いることが
できる。延伸方式は、ロール方式、テンター方式、チューブ方式の何れの方式を用いても
よい。例えば、幅方向に実質的に１軸延伸されたフィルムの延伸処理は、７０～１００℃
程度の温度で、必要に応じて長手方向に例えば１．０１～１．５倍、好ましくは１．０５
～１．３倍程度に延伸した後、幅方向に３～６倍、好ましくは４～５．５倍程度延伸する
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ことにより行うことができる。
【００５５】
　上記シュリンクフィルムの、主配向方向の、９０℃、１０秒における熱収縮率（「熱収
縮率（９０℃、１０秒）」と称する場合がある）は、特に限定されないが、１５～７５％
が好ましく、より好ましくは２０～７０％である。主配向方向と直交する方向の熱収縮率
（９０℃、１０秒）は、特に限定されないが、－３～１５％が好ましい。なお、上記「主
配向方向」とは主に延伸処理が施された方向（最も熱収縮率が大きい方向）であり、一般
的には長手方向又は幅方向であり、例えば、幅方向に実質的に１軸延伸されたフィルムの
場合には幅方向である。
【００５６】
　上記シュリンクフィルムが透明フィルムの場合、シュリンクフィルムのヘイズ値（％）
（ＪＩＳ　Ｋ　７１０５準拠）は、１０％未満が好ましく、より好ましくは５．０％未満
、さらに好ましくは２．０％未満である。ヘイズ値が１０％以上の場合には、シュリンク
フィルムを通して印刷を見せる場合に、印刷が曇り、装飾性が低下することがある。
【００５７】
　上記基材の厚みは、特に限定されないが、１０～１００μｍが好ましく、より好ましく
は１２～８０μｍ、さらに好ましくは１５～６０μｍである。
【００５８】
　上記基材として用いられるシュリンクフィルムは、市販品を用いることも可能である。
例えば、東洋紡（株）製「スペースクリーン　Ｓ７０４２」、三菱樹脂（株）製「ＬＸ－
１０Ｓ」、「ＬＸ－６１Ｓ」（以上、ポリエステル系フィルム）；シーアイ化成（株）「
ボンセット」、グンゼ（株）製「ＧＭＬＳ」（以上、ポリスチレン系フィルム）；グンゼ
（株）製「ＦＬ」（ポリオレフィン系フィルム）；三菱樹脂（株）「エコロージュ」（ポ
リ乳酸系フィルム）；三菱樹脂（株）「ＤＬ」、グンゼ（株）「ＨＧＳ」（以上、表層が
ポリエステル系樹脂、中心層がポリスチレン系樹脂の積層フィルム）等が挙げられる。
【００５９】
［シュリンクラベル］
　本発明のシュリンクラベルは、前述のとおり、上記基材の少なくとも片面側に、上記の
本発明の印刷層を有する。上記の本発明の印刷層は、必ずしもラベルの全面に設けられる
必要はなく、金属光沢を与えたい基材の一部分にのみ設けることができる。また、上記の
本発明の印刷層は、アンカーコート層を介して基材上に設けられていてもよい。
【００６０】
　さらに、本発明のシュリンクラベルには、基材、本発明の印刷層の他にも、接着剤層、
紫外線防止層、アンカーコート層、プライマーコート層、本発明の印刷層以外の印刷層（
「他の印刷層」と称する場合がある）、不織布、紙等の層を必要に応じて設けてもよい。
上記の他の印刷層としては、例えば、図やデザイン等の意匠印刷層（カラー印刷層等）、
耐磨耗性及び／又は滑り性を与える保護印刷層（透明メジウム保護印刷層や白色保護印刷
層等）などが挙げられる。上記意匠印刷層は、特に限定されないが、本発明の印刷層より
も表側（ラベルの表側）に設けられることが好ましい。また、上記保護印刷層は、特に限
定されないが、基材上に設けられた本発明の印刷層を覆うように設けられることが好まし
い。
【００６１】
　本発明のシュリンクラベルの積層構成は、特に限定されないが、例えば、表側（ラベル
の表側）から、
基材／本発明の印刷層からなる２層積層構成；
基材（透明フィルム）／アンカーコート層（透明）／本発明の印刷層、
基材（透明フィルム）／アンカーコート層（透明）／本発明の印刷層／保護印刷層（透明
メジウム又は白色）、
基材（透明フィルム）／意匠印刷層（カラー印刷層）／本発明の印刷層、
基材（透明フィルム）／意匠印刷層（カラー印刷層）／本発明の印刷層／保護印刷層（透
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明メジウム又は白色）、
基材（透明フィルム）／本発明の印刷層／保護印刷層（透明メジウム又は白色）、
保護印刷層（透明メジウム）／本発明の印刷層／基材（透明フィルム又は不透明フィルム
）、
保護印刷層（透明メジウム）／意匠印刷層（カラー印刷層）／本発明の印刷層／基材（透
明フィルム又は不透明フィルム）等の多層積層構成が挙げられる。
【００６２】
　なお、本明細書において、シュリンクラベルの「表側」とは、ラベルのデザインを見る
側（デザインが正しく見える方の面側）を意味し、シュリンクラベルの「裏側」とは、前
記の「表側」の反対側を意味する。また、シュリンクラベルの「外側」とは、シュリンク
ラベルを容器に装着する場合に、容器とは接しない側（容器とは反対側）を意味し、シュ
リンクラベルの「内側」とは、容器と接する側（容器側）を意味する。
【００６３】
　本発明のシュリンクラベルの、主配向方向の、９０℃、１０秒における熱収縮率（熱収
縮率（９０℃、１０秒））は、特に限定されないが、１５％以上（例えば、１５～７５％
）が好ましく、より好ましくは２０～７０％である。熱収縮率（９０℃、１０秒）が１５
％未満では、シュリンク加工の際に、ラベルを装着する容器等の形状に対する追従性が不
十分であり、美麗な仕上がりが得られない場合がある。本発明の印刷層は、シュリンク加
工において高収縮させた場合であっても、優れた金属光沢を維持することができる。この
ため、高収縮性のシュリンクラベルの場合に、特に本発明の効果が顕著に発揮されるため
好ましい。主配向方向と直交する方向の熱収縮率（９０℃、１０秒）は、特に限定されな
いが、－３～１５％が好ましい。なお、上記「主配向方向」とは、主に延伸処理が施され
た方向（最も熱収縮率が大きい方向）であり、シュリンクラベルが筒状シュリンクラベル
の場合には、一般に周方向である。
【００６４】
　本発明のシュリンクラベルの表側における、本発明の印刷層部分の鏡面光沢度は、１２
０以上が好ましく、より好ましくは１６０以上である。鏡面光沢度が１２０未満では、印
刷層の金属光沢（輝度感）が不十分である。シュリンク加工前（熱収縮前）及びシュリン
ク加工後（熱収縮後。例えば、主配向方向に２０％熱収縮させた後）のいずれにおいても
、上記の鏡面光沢度を満たしていることが好ましい。
【００６５】
　上記鏡面光沢度は、ＪＩＳ　Ｋ　５６００－４－７に準拠して、６０°（入射角）／６
０°（反射角）の条件で測定できる。測定機器としては、例えば、スガ試験機（株）製、
光沢測定器「ＵＧＶ－５」を用いることができる。鏡面光沢度の測定は、ラベルの表側か
ら、本発明の印刷層部分を測定すればよい。例えば、表側に印刷層がある場合、露出して
いる本発明の印刷層表面を測定面として測定してもよい。また、表側に印刷層がある場合
、かつ、本発明の印刷層上に透明印刷層（例えば、透明メジウム保護印刷層）が設けられ
ている場合には、該透明印刷層側のラベル表面を測定面として測定してもよい。また、裏
側に印刷層を設けて、表側から基材ごしに印刷層を見る場合には、基材側のラベル表面を
測定面として測定してもよい。
【００６６】
　本発明のシュリンクラベルの透過濃度は、優れた金属光沢の観点から、０．１以上が好
ましく、より好ましくは０．３以上である。透過濃度が０．１未満では、濃度が薄すぎて
透けるため印刷層の金属光沢（輝度感）が不十分である。上記透過濃度は、シュリンクラ
ベルの本発明の印刷層を有する部分を測定することにより測定しうる。測定機器としては
、例えば、伊原電子工業（株）製、白黒透過濃度計「Ｉｈａｃ－Ｔ５」を用いることがで
きる。
【００６７】
　シュリンクラベルが、上記の高い鏡面光沢度及び高い透過濃度の両方を満たす場合に、
優れた金属光沢を得ることができる。
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【００６８】
　本発明のシュリンクラベルにおいては、本発明の印刷層を形成するベース樹脂として特
定の樹脂を用いており、印刷層中の該ベース樹脂及び蒸着アルミニウム顔料の含有量を特
定の範囲に制御している。このため、本発明の印刷層は基材との密着性が高く、本発明の
シュリンクラベルは、印刷層が剥離しにくく、耐もみ性などにも優れる。
【００６９】
　また、本発明の印刷層においては、金属光沢を発現するための顔料として、蒸着アルミ
ニウム顔料を用いている。蒸着アルミニウム顔料は、厚みが薄く、印刷層表面に平行に配
向（配列）しやすく、比較的低含有量でも優れた金属光沢（高い透過濃度および鏡面光沢
度）を発現しうる。このため、本発明の印刷層は、シュリンク加工前において、優れた金
属光沢を有している。しかしながら、蒸着アルミニウム顔料は厚みが薄いため、従来は、
シュリンク加工（特に高収縮のシュリンク加工）を施す場合には、シュリンク加工時の印
刷層の収縮変形により、顔料が折れ曲がるなど変形したり、配向が乱れたりして、特に鏡
面光沢度が低下して、シュリンク加工後には金属光沢が大幅に失われる（輝度感が低下す
る）問題があった。これに対して、本発明では、本発明の印刷層中に比較的多量の可塑剤
を添加することにより、印刷層を比較的やわらかくし、シュリンク加工時の収縮変形によ
り蒸着アルミニウム顔料にかかる応力を低減した。これによって、高収縮のシュリンク加
工を施した場合でも、本発明の印刷層は優れた金属光沢を維持することが可能となった。
さらに、本発明では、印刷層の厚みを従来の銀インキを用いた印刷層の厚みよりも比較的
薄くできるので、蒸着アルミニウム顔料がより平滑に配向しやすくなり、より高い金属光
沢を得ることができるため好ましい。
【００７０】
　本発明のシュリンクラベルは、筒状ラベル、巻き付けラベル等、特に限定されないが、
シュリンク加工における収縮変形量が大きくても優れた金属光沢を維持しうる本発明の特
徴を発揮する観点からは、外側が表側となる筒状のシュリンクラベル（筒状シュリンクラ
ベル）が好ましい。
【００７１】
　本発明のシュリンクラベルは、一般的に、表側が容器と反対側にくるように配置させ熱
収縮させることにより容器に装着し、ラベル付き容器として用いられる。このような容器
には、例えば、ＰＥＴボトルなどのソフトドリンク用ボトル、宅配用牛乳容器、調味料な
どの食品用容器、アルコール飲料用ボトル、医薬品容器、洗剤、スプレーなどの化学製品
の容器、カップ麺容器などが含まれる。また容器の材質としても、ＰＥＴなどのプラスチ
ック製、ガラス製、金属製などが含まれる。なお、本発明のシュリンクラベルは、容器以
外の被着体に用いられてもよい。
【００７２】
［シュリンクラベルの製造方法、加工方法］
　本発明のシュリンクラベルの製造方法及び加工方法（筒状シュリンクラベルの加工方法
）の例を下記に示す。
　本発明の印刷層を形成するための樹脂組成物（印刷インキ）は、上記ベース樹脂、可塑
剤、蒸着アルミニウム顔料と、溶剤と、必要に応じて、セルロース系樹脂、その他の顔料
やその他の添加剤とを混合することにより製造される。混合は、公知慣用の混合方法によ
り行うことができ、特に限定されないが、例えば、ペイントシェイカー、バタフライミキ
サー、プラネタリーミキサー、ポニーミキサー、ディゾルバー、タンクミキサー、ホモミ
キサー、ホモディスパーなどのミキサーや、ロールミル、サンドミル、ボールミル、ビー
ズミル、ラインミルなどのミル、ニーダーなどが用いられる。混合の際の混合時間（滞留
時間）は、特に限定されないが、１０～１２０分が好ましい。
【００７３】
　本発明の印刷層中の、ベース樹脂、可塑剤、蒸着アルミニウム顔料等の成分の含有量を
制御するためには、上記印刷インキの不揮発分中のそれぞれの成分の含有量が、印刷層中
の所望の含有量になるように印刷インキを調製すればよい。なお、一般的に、印刷インキ
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の全不揮発分中の各成分（不揮発分）の含有量（重量％）は、シュリンクフィルムの本発
明の印刷層中の各成分の含有量（重量％）と等しくなる。すなわち、印刷インキの全不揮
発分中の、ベース樹脂（不揮発分）の含有量は２０～７０重量％（好ましくは２５～５０
重量％、より好ましくは２９～３６重量％）、可塑剤（不揮発分）の含有量は２０～３５
重量％（好ましくは２２～３０重量％、より好ましくは２５～２８重量％）、蒸着アルミ
ニウム顔料（不揮発分）の含有量は１０～２８重量％（好ましくは１１～２５重量％）と
なるように印刷インキを調製すればよい。
【００７４】
　上記溶剤としては、グラビア印刷やフレキソ印刷等の印刷インキに通常用いられる有機
溶剤等を用いることができ、例えば、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチルなどの酢酸
エステル類；メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパノール、ブタノ
ールなどのアルコール類；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン類
；トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類；ヘキサン、オクタンなどの脂肪族炭化水
素類；シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素類；エチレングリコ
ール、プロピレングリコール等のグリコール類；プロピレングリコールモノメチルエーテ
ル、プロピレングリコールモノブチルエーテル等のグリコールエーテル類；プロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテルエステル類などが例示さ
れる。これらの中でも、溶解性、安全性の観点から、酢酸エステル類、アルコール類が好
ましい。有機溶媒は単独で又は２種以上を混合して使用できる。上記有機溶剤は、印刷イ
ンキを基材に塗布した後、乾燥により除去することができる。
【００７５】
　上記印刷インキの粘度（２３±２℃）は、特に限定されないが、例えば、グラビア印刷
により塗工される場合には、１０～１０００ｍＰａ・ｓが好ましく、より好ましくは２０
～５００ｍＰａ・ｓである。粘度が１０００ｍＰａ・ｓを超える場合には、例えばグラビ
ア印刷性が低下し、「かすれ」や「版かぶり」などが生じて、希望のデザイン通りに印刷
できなくなる場合がある。また、粘度が１０ｍＰａ・ｓ未満の場合には、顔料や添加剤が
沈降しやすくなる等、貯蔵安定性が低下したり、「およぎ」が発生して印刷ムラが生じ、
希望のデザイン通りの印刷が出来なくなる場合がある。印刷インキの粘度は、ベース樹脂
の種類、各成分の配合量（含有量）、増粘剤、減粘剤等によって制御することが可能であ
る。特に、本発明における印刷インキは、低粘度となりやすい傾向がある。この場合、セ
ルロース系樹脂を前述の含有量となるように添加することで粘度を適切な範囲に制御しや
すくなるため好ましい。なお、本明細書中、「粘度」とは、特に限定しない限り、Ｅ型粘
度計（円錐平板形回転粘度計）を用い、２３±２℃、円筒の回転数５０回転の条件下、Ｊ
ＩＳ　Ｚ　８８０３に準じて測定した値を意味している。
【００７６】
　次いで、上記印刷インキを、基材（シュリンクフィルム）の表面上に、塗布、乾燥する
ことにより印刷層を設け、本発明のシュリンクラベルを作製することができる。上記の塗
布、乾燥工程は、シュリンクフィルムの製造工程中に行われてもよいし（インラインコー
ト）、フィルム製膜後に行われてもよい（オフラインコート）が、生産性や加工性の観点
から、オフラインコートが好ましい。また、必要に応じて、本発明の印刷層以外の印刷層
等を設けてもよい。
【００７７】
　上記の印刷インキを塗布する方法としては、コストや生産性、印刷の装飾性などの観点
から、グラビア印刷、フレキソ印刷、凸版輪転印刷方式が好ましく、中でも、グラビア印
刷方式が特に好ましい。また、塗布された印刷インキ層（塗布層）を加熱等により、乾燥
する際には、印刷装置上で加熱が可能な、一般的な加熱装置を好ましく用いることができ
る。安全性の観点から、好ましくは、熱風ヒーターなどを用いることができる。
【００７８】
　上記シュリンクラベルは筒状ラベルに加工してもよい。例えば、シュリンクラベルの主
配向方向が周方向となるように円筒状に成形する。具体的には、主配向方向に所定幅を有
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するシュリンクラベルを、シュリンクラベルの外面（外側）が表側となるように主配向方
向の両端を重ね合わせて筒状に形成し、ラベルの一方の側縁部に、帯状に約２～４ｍｍ幅
で、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）などの溶剤や接着剤（以下接着剤等）を内面に塗布し
、該接着剤等塗布部を、他方の側縁部の外面に接着し、筒状のシュリンクラベルを得る。
なお、上記の接着剤などを塗工する部分及び接着する部分には、印刷層が設けられていな
いことが好ましい。
【００７９】
　なお、筒状シュリンクラベルにラベル切除用のミシン目を設ける場合は、所定の長さ及
びピッチのミシン目を周方向と直交する方向に形成する。ミシン目は慣用の方法（例えば
、周囲に切断部と非切断部とが繰り返し形成された円板状の刃物を押し当てる方法やレー
ザーを用いる方法等）により施すことができる。ミシン目を施す工程段階は、印刷工程の
後や、筒状加工工程の前後など、適宜選択ことができる。
【００８０】
　筒状シュリンクラベルは容器に装着してラベル付き容器とすることができる。例えば、
筒状シュリンクラベルを、所定の容器に外嵌した後、加熱処理によって、ラベルを熱収縮
させ、容器に追従密着させることによってラベル付き容器を作製する。上記加熱処理とし
ては、例えば、８０～１００℃のスチームで処理する（スチームおよび湯気が充満した加
熱トンネルを通過させる）ことなどが例示される。なお、上記において、シュリンクラベ
ルは、印刷層が内側となるように容器に装着されていることが好ましい。
【実施例】
【００８１】
　以下に、実施例に基づいて、本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例
により限定されるものではない。
　なお、表１には、実施例、比較例で用いた印刷インキの配合組成（配合量）、印刷層中
の各成分の含有量及び得られたシュリンクラベルの評価結果を示した。上記の印刷インキ
の配合組成は、用いた商品の重量基準の配合量（重量部）で示した。また、印刷層中の各
成分の含有量（印刷インキの不揮発分中の各成分の含有量と等しい）は、各々の成分とし
ての含有量（不揮発分換算の含有量）（重量％）で示した。
　また、表２には印刷インキに用いた商品（樹脂や顔料等）の詳細を示した。
【００８２】
　実施例１
（印刷インキ）
　蒸着アルミニウム顔料（Ａ）として、蒸着アルミニウム顔料の混合溶剤（酢酸エチルと
酢酸イソプロピルの混合溶剤）分散液（チバ・ジャパン（株）製、商品名「メタシーン　
７１－００１０」、不揮発分：１０重量％）１０重量部（蒸着アルミニウム顔料として、
１重量部）を用いた。
　ベース樹脂（Ａ）として、ウレタン系樹脂の酢酸エチル溶液（日本化工塗料（株）製、
商品名「ＦＳ－８００９－１］、不揮発分：３７重量％）６．４重量部（ウレタン系樹脂
として、２．４重量部）を用いた。
　可塑剤（Ａ）として、アセチルクエン酸トリブチル（旭化成ファインケム（株）製、商
品名「ＡＴＢＣ」、不揮発分：１００重量％）２重量部を用いた。
　セルロース系樹脂として、ＣＡＢ樹脂（イーストマンケミカル社製、商品名「ＣＡＢ－
３８１－２０」、不揮発分：１００重量％）１．５重量部を用いた。
　上記の蒸着アルミニウム顔料分散液、ウレタン系樹脂の酢酸エチル溶液、アセチルクエ
ン酸トリブチル、ＣＡＢ樹脂に、酢酸エチル４０．１重量部および酢酸ｎ－プロピル４０
重量部を加えて、印刷インキ（１００重量部）を作製した。
　上記印刷インキの全不揮発分（１００重量％）中の、蒸着アルミニウム顔料の含有量は
１４重量％、ベース樹脂（ウレタン系樹脂）の含有量は３５重量％、可塑剤（ＡＴＢＣ）
の含有量は２９重量％、セルロース系樹脂の含有量は２２重量％であった。なお、上記の
印刷インキの不揮発分中の各成分の含有量は、シュリンクラベルの印刷層中の各成分の含
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有量と等しい。
【００８３】
（シュリンクラベル）
　上記の印刷インキを、ポリエステル（ＰＥＴ）系シュリンクフィルム（東洋紡（株）製
、商品名「Ｓ７０４２」、厚み：４５μｍ、主配向方向（幅方向）の熱収縮率（９０℃、
１０秒）：６０％）の片面に、グラビア版を用いて全面グラビア印刷を施し、熱風乾燥機
を用いて乾燥して、シュリンクラベルを得た。なお、乾燥後の印刷層の厚みは約３μｍで
あった。
【００８４】
　実施例２、３、比較例１、２
　表１に示すように、蒸着アルミニウム顔料の含有量などを変更して、実施例１と同様に
して、印刷インキおよびシュリンクラベルを作製した。
【００８５】
　実施例４～６
　表１に示すように、蒸着アルミニウム顔料の種類、含有量などを変更して、実施例１と
同様にして、印刷インキおよびシュリンクラベルを作製した。
【００８６】
　実施例７、１０、１６、１７
　表１に示すように、ベース樹脂の種類、含有量などを変更して、実施例２と同様にして
、印刷インキおよびシュリンクラベルを作製した。
【００８７】
　実施例８、９、１５、比較例３、４
　表１に示すように、可塑剤の種類、含有量などを変更して、実施例２と同様にして、印
刷インキおよびシュリンクラベルを作製した。
【００８８】
　実施例１１～１４
　表１に示すように、蒸着アルミニウム顔料に加え着色顔料を添加して、実施例２と同様
にして、印刷インキおよびシュリンクラベルを作製した。実施例１１～１４では、それぞ
れ、メタリックレッド、メタリックイエロー、メタリックブルー、メタリックブラックの
カラーメタリック調の印刷層を有するシュリンクラベルが得られた。
【００８９】
　比較例５、６
　表１に示すように、蒸着アルミニウム顔料を用いず、湿式ボールミル法により製造され
たアルミニウム顔料を用いて、実施例１と同様にして、印刷インキおよびシュリンクラベ
ルを作製した。
【００９０】
（評価）
　実施例および比較例で得られたシュリンクラベルの、主配向方向の熱収縮率（９０℃、
１０秒）、鏡面光沢度、透過濃度、密着性［耐剥離性（テープ剥離試験）、耐もみ性（も
み試験）］を、以下の方法で評価した。なお、実施例および比較例において、シュリンク
ラベルの主配向方向は、基材であるシュリンクフィルムの主配向方向である。
【００９１】
（１）主配向方向の熱収縮率（９０℃、１０秒）
　実施例および比較例で得られたシュリンクラベルから、測定方向（主配向方向）に長さ
２００ｍｍ（標線間隔１５０ｍｍ）、幅１０ｍｍの長方形の測定用サンプルを切り出した
。
　上記測定用サンプルを、９０℃の温水中で、１０秒熱処理（無荷重下）し、熱処理前後
の標線間隔の差を読み取り、以下の計算式で熱収縮率を算出する。
　熱収縮率（％）　＝　（Ｌ0－Ｌ1）／Ｌ0×１００
　Ｌ0　：　熱処理前の標線間隔
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　Ｌ1　：　熱処理後の標線間隔
　なお、実施例及び比較例においては、主配向方向はシュリンクラベルの幅方向である。
　また、主配向方向と直交する方向の熱収縮率（９０℃、１０秒）は、測定方向を主配向
方向と直交する方向に変更して、上記と同様に測定することができる。
【００９２】
（２）鏡面光沢度（熱収縮前）
　実施例および比較例で得られたシュリンクラベルを、１０ｃｍ（長手方向；主配向方向
に対して直交方向）×１０ｃｍ（幅方向；主配向方向）の大きさに切り出し、測定用サン
プルとした。
　スガ試験機（株）製、光沢測定器「ＵＧＶ－５」を用いて、ＪＩＳ　Ｋ　５６００－４
－７に準拠して、入射角６０°／反射角６０°の条件で、上記測定用サンプルの印刷層部
分の表面の鏡面光沢度を測定した。なお、シュリンクフィルム側の表面を測定面として測
定した。
　鏡面光沢度を以下の基準で評価した。
　鏡面光沢度が１６０以上　　　　　　：　良好な鏡面光沢度（○）
　鏡面光沢度が１２０以上１６０未満　：　使用可能な鏡面光沢度（△）
　鏡面光沢度が１２０未満　　　　　　：　鏡面光沢度不足（×）
【００９３】
（３）鏡面光沢度（熱収縮後）
　実施例および比較例で得られたシュリンクラベルから、１２ｃｍ（長手方向；主配向方
向に対して直交方向）×１２ｃｍ（幅方向；主配向方向）の大きさのラベル片を切り出し
た。上記ラベル片の主配向方向（幅方向）の両端［治具によりチャックされる部分（両端
部でそれぞれ１０ｍｍずつ）を除き、１００ｍｍ間隔］を、８０ｍｍ間隔に固定できる治
具に固定した（熱収縮処理前はたるんだ状態である）。上記治具に両端を固定したラベル
片を、９０℃の温水に２０秒間浸漬して熱処理し、ラベル片を熱収縮処理前と比較して８
０％の長さになるように熱収縮させた（主配向方向（幅方向）に２０％熱収縮させた）。
このようにして、主配向方向（幅方向）に２０％熱収縮させた測定用サンプルを得た。
　スガ試験機（株）製、光沢測定器「ＵＧＶ－５」を用いて、ＪＩＳ　Ｋ　５６００－４
－７に準拠して、入射角６０°／反射角６０°の条件で、上記測定用サンプルの印刷層部
分の表面の鏡面光沢度を測定した。なお、シュリンクフィルム側の表面を測定面として測
定した。
　鏡面光沢度を以下の基準で評価した。
　鏡面光沢度が１６０以上　　　　　　：　良好な鏡面光沢度（○）
　鏡面光沢度が１２０以上１６０未満　：　使用可能な鏡面光沢度（△）
　鏡面光沢度が１２０未満　　　　　　：　鏡面光沢度不足（×）
【００９４】
（４）透過濃度
　実施例および比較例で得られたシュリンクラベルを、５ｃｍ（長手方向；主配向方向に
対して直交方向）×５ｃｍ（幅方向；主配向方向）の大きさに切り出し、測定用サンプル
とした。
　伊原電子工業（株）製、白黒透過濃度計「Ｉｈａｃ－Ｔ５」を用いて、上記測定用サン
プルの透過濃度を測定し、以下の基準で評価した。
　透過濃度が０．３以上　　　　　　：　良好な透過濃度（○）
　透過濃度が０．１以上０．３未満　：　使用可能な透過濃度（△）
　透過濃度が０．１未満　　　　　　：　透過濃度不足（×）
【００９５】
（５）耐剥離性（テープ剥離試験）
　碁盤目のクロスカットを入れない以外は、ＪＩＳ　Ｋ　５６００－５－６に準じて、試
験を行った。実施例及び比較例で得られたシュリンクラベルの印刷層の表面に、幅１８ｍ
ｍの粘着テープ（ニチバン（株）製、商品名「セロテープ（登録商標）」）を貼り付け、
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　粘着テープを貼り付けた印刷層表面のうち、５ｍｍ（長手方向；主配向方向に対して直
交方向）×５ｍｍ（幅方向；主配向方向）の領域において、どの程度印刷層が残存してい
るか（印刷層の残存面積）を目視で観察し、下記の基準で、印刷層の基材への密着性（耐
剥離性）を判断した。
印刷層の残存面積が９０％以上である　　　　　　　：　　耐剥離性良好（○）
印刷層の残存面積が８０％以上、９０％未満である　：　　耐剥離性はやや不良であるが
使用可能なレベル（△）
印刷層の残存面積が８０％未満である　　　　　　　：　　耐剥離性不良（×）
【００９６】
（６）耐もみ性（もみ試験）
　実施例及び比較例で得られたシュリンクラベルから、１００ｍｍ（長手方向；主配向方
向に対して直交方向）×１００ｍｍ（幅方向；主配向方向）の測定用サンプルを採取した
。測定用サンプルの両端を両手でつかみ、１０回手でもんだ。印刷層が剥離していないか
（印刷層の残存面積）を目視で観察し、以下の基準で評価した。
印刷層の残存面積が９０％以上である　　　　　　　：　耐もみ性良好（○）
印刷層の残存面積が８０％以上、９０％未満である　：　耐もみ性はやや不良であるが使
用可能なレベル（△）
印刷層の残存面積が８０％未満である　　　　　　　：　耐もみ性不良（×）
【００９７】
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【表１】

【００９８】
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【表２】

【００９９】
　評価結果からわかるとおり、本発明のシュリンクラベル（実施例）は、印刷層が高い鏡
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面光沢度及び透過濃度を有し、優れた金属光沢を有している。また、高収縮（２０％）の
シュリンク（収縮）加工の後も鏡面光沢度が低下しにくく、優れた金属光沢を維持しうる
。さらに、印刷層と基材の密着性にも優れ、優れた耐剥離性及び耐もみ性を有している。
　一方、印刷層中の蒸着アルミニウム顔料の含有量が少なすぎる場合（比較例１）には、
透過濃度が低下し、優れた金属光沢を発揮することができなかった。また、印刷層中の蒸
着アルミニウム顔料の含有量が多すぎる場合（比較例２）や可塑剤の含有量が多すぎる場
合（比較例４）には、印刷層の基材との密着性が低下した。また、印刷層中の可塑剤の含
有量が少なすぎる場合には（比較例３）、シュリンク加工（熱収縮）を施した場合に、鏡
面光沢度が大きく低下し、金属光沢が低下した。蒸着アルミニウム顔料の代わりに従来の
湿式ボールミル法により製造したアルミニウム顔料を用いた場合（比較例５、６）には、
顔料が少量では鏡面光沢度の高いシュリンクラベルが得られず、顔料を多量に添加すると
印刷層の密着性が低下するため、優れた金属光沢を発揮しうるシュリンクラベルは得られ
なかった。
　なお、実施例および比較例で得られたシュリンクラベルの主配向方向の熱収縮率（９０
℃、１０秒）は、６０％であった。
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