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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明なラミネート物品の製造で使用するためのエチレン酸コポリマー樹脂組成物であっ
て、（ｉ）該組成物が、７０～７９重量％のエチレンと、酸基の２０％～３５％が中和さ
れている、３～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中の酸から選択された２
１～３０重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、そして（ｉｉ）該樹脂が中和
前に５５ｇ／１０分未満のメルトインデックスを有する樹脂組成物。
【請求項２】
　７０～７９重量％のエチレンと、酸基の２０％～３５％が中和されている、３～８個の
炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中の酸から選択された２１～３０重量％のカル
ボン酸モノマーとから本質的になり、そして（ｉｉ）樹脂が中和前に５５ｇ／１０分未満
のメルトインデックスを有する樹脂組成物から得られた、ラミネート物品用の透明な中間
層。
【請求項３】
　少なくとも１つの透明な中間層を含むラミネート物品であって、該中間層が、７０～７
９重量％のエチレンと、酸基の２０％～３５％が中和されている、３～８個の炭素を有す
るα，β－不飽和酸からなる群中の酸から選択された２１～３０重量％のカルボン酸モノ
マーとから本質的になり、そして（ｉｉ）樹脂が中和前に５５ｇ／１０分未満のメルトイ
ンデックスを有する樹脂組成物から得られ、かつ、３％以下のヘーズを有するラミネート
物品。
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【請求項４】
　中間層を含む３％以下のヘーズを有する透明なラミネート物品の製造方法であって、
（ａ）１７５℃～２５０℃の温度で（ｉ）７０～７９重量％のエチレンと、酸基の２０％
～３５％が中和されている、３～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中の酸
から選択された２１～３０重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、そして（ｉ
ｉ）中和前に５５ｇ／１０分未満のメルトインデックスを有する熱可塑性樹脂から得られ
る中間層シートを押し出す工程と、（ｂ）（１）該中間層および少なくとも１つの他のラ
ミネート層を設置してプレ－ラミネートアセンブリを形成し、そして（２）プレ－ラミネ
ートアセンブリを少なくとも１２０℃の温度に加熱し、かつ、しばらくの間アセンブリに
圧力または真空をかけ、そして（３）該ラミネートを、透明なラミネートを得るために冷
却させることによって中間層からラミネートを二次加工する工程とを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は透明なラミネート物品に関する。より具体的には、本発明は透明なラミネート
物品での中間層としての使用に好適な樹脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス積層製品は１世紀近くの間社会に貢献してきた。風防に使用される周知の、日常
的自動車安全ガラスの域を越えて、ガラスラミネートは運送業のほとんどのタイプで使用
される。それらは列車、飛行機、船、および輸送のほとんどあらゆる他の形態用の窓とし
て利用される。安全ガラスは、高い耐衝撃性および貫入抵抗を特徴としており、打ち砕か
れたときにガラスのかけらおよび破片をまき散らさない。ガラスラミネートは、その上、
建築用途で広範な使用を見いだす。
【０００３】
　安全ガラスは典型的には、２つのガラスシート間に置かれているポリマーフィルムまた
はシートの中間層で一緒に接合された２つのガラスシートまたはパネルのサンドイッチ構
造からなる。ガラスシートの１つまたは両方の代わりに、例えば、ポリカーボネート材料
のシートなどの光学的に透明な堅いポリマーシートを用いてもよい。安全ガラスは、ポリ
マーフィルムまたはシートの中間層で一緒に接合されたガラスおよび／またはポリマーシ
ートの多層を含むようにさらに展開してきた。
【０００４】
　中間層は典型的には、強靱性を示し、そして亀裂または破壊の場合にガラスに付着して
いる比較的厚いポリマーフィルムまたはシートで製造される。数年にわたって、多種多様
なポリマー中間層が積層製品を製造するために開発されてきた。一般に、これらのポリマ
ー中間層は、他の特性の中でも、受け入れられるレベルの光学的透明度（４％未満のヘー
ズ）、耐衝撃性、貫入抵抗、耐紫外光性、長期熱安定性、ガラスおよび／または他の堅い
ポリマーシートへの接着性、紫外光透過率、水分吸収、耐湿性、長期耐候性を有すること
が望ましい。広く使用される中間層材料には、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、ポリウ
レタン（ＰＵ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、メタロセン触媒線状低密度ポリエチレン、
エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、エチレン酸コポリマーアイオノマー、高分子脂肪酸ポリ
アミド、ポリ（エチレンテレフタレート）などのポリエステル樹脂、シリコーンエラスト
マー、エポキシ樹脂、エラストマーポリカーボネートなどのポリマーを含む複雑な多成分
組成物が含まれる。酸コポリマーは、透明なラミネートを製造するためのそれらの使用に
おいてより広範囲に及ぶようになってきた。
【０００５】
　米国特許第３，３４４，０１４号明細書は、エチレンコポリマーアイオノマー中間層の
積層ガラス製品を開示している。米国特許第３，４０４，１３４号明細書は、カルボン酸
を含有するある種のコポリマーをイオン架橋する方法を開示している。米国特許第４，６
６３，２２８号明細書および同第４，６６８，５７４号明細書はそれぞれ、エチレンおよ
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びメタクリル酸モノマーから製造されたアイオノマー樹脂の金属塩を含む水不溶性アイオ
ノマー樹脂フィルムを含む透明な積層物品を開示している。米国特許第５，３４４，５１
３号明細書は、エチレンコポリマーアイオノマー中間層を含む積層された透明な基材の製
造方法を開示している。米国特許第５，７５９，６９８号明細書は、有機過酸化物および
シランカップリング剤で熱硬化された金属イオン入りエチレン－メタクリル酸コポリマー
のアイオノマー樹脂を含む中間層を含む積層ガラスを開示している。米国特許第５，７６
３，０６２号明細書は、約１７～４０重量パーセントのカルボン酸含有率を有する、押し
出されたアイオノマー樹脂フィルムまたはシートであって、前記アイオノマー樹脂が本質
的にアミンを含まないフィルムまたはシートを含む透明な物品を開示している。米国特許
第５，８９５，７２１号明細書および同第６，２３８，８０１号明細書はそれぞれ、金属
キレートの使用によって改良された接着性を有するアイオノマー樹脂の透明な層を含むグ
レージングを開示している。米国特許第６，１５０，０２８号明細書は、アイオノマー樹
脂中間層および日照調整特性のガラスを含むガラスラミネートを開示している。米国特許
第６，４３２，５２２号明細書は、１５～１７重量パーセントを組み入れている、そして
ナトリウムで部分中和されたエチレン・メタクリル酸を含む中間層を含む光学的に透明な
グレージングを開示している。米国特許出願公開第２００２／０１５５３０２号明細書は
、アルカリカチオンで部分中和された、オレフィンと１３～２１重量パーセントのメタク
リル酸またはアクリル酸モノマーとのコポリマーを含む中間層を含む透明な積層物品の製
造方法を開示している。米国特許出願公開第２００３／００４４５７９号明細書は、アル
カリカチオンで部分中和された、オレフィンと１３～２２重量パーセントのメタクリル酸
またはアクリル酸モノマーとのコポリマーを含む中間層を含む透明な積層物品の製造方法
を開示している。国際公開第９９／５８３３４号パンフレットは、約１４～２４重量パー
セントの酸を含有し、そして該酸の約１０～８０パーセントが金属イオンで中和されたエ
チレンとメタクリル酸またはアクリル酸とのポリマーを含む透明なラミネートを開示して
いる。国際公開第００／６４６７０号パンフレットは、約１４～２４重量パーセントの酸
を含有し、そして該酸の約１０～８０パーセントが金属イオンで中和されたエチレンとメ
タクリル酸またはアクリル酸とのポリマーを含む透明なラミネートを開示している。国際
公開第２００４／０１１７５５号パンフレットは、約１４～２８重量パーセントの酸を含
有し、そして該酸の約２０～６０パーセントが金属イオンで中和されたエチレンとメタク
リル酸またはアクリル酸とのポリマーを含む透明なラミネートを開示している。
【０００６】
　しかしながら、製品市場の展開は、ラミネートでガラスまたは堅い材料への中間層のよ
り大きな接着性さえも要求している。従来の教示は、酸コポリマー中間層で接着性を増大
させる一方法がコポリマー樹脂の酸含有率を増やすことであることを示唆している。しか
しながら、このアプローチには問題がある。１つの問題は、２０重量％より大きい酸含有
率を有する高酸樹脂が商業的に入手できないことである。また、高い酸含有率を有するあ
る種のコポリマー樹脂は自己接着する傾向が高いことが知られている。これは、高酸樹脂
の製造および加工を困難にし得るか、または自己接着からの製品ロスを回避するために措
置が講じられなければならないので、少なくともより費用がかかる。例えば、冷蔵容器で
の高酸樹脂の貯蔵（あるいはまたスリップ剤もしくは粘着防止添加剤の使用）が望ましい
ことがあり得る。
【０００７】
　商業的に入手可能であるものより高い酸樹脂を使用することに関連する別の問題は、接
着特性が増大するにつれて、ラミネートの衝撃靱性が悪化し得ることが周知であることで
ある。それ故、接着性はこれまで、衝撃性能が受け入れられるレベルに調整されてきた。
すなわち、ラミネートにおける接着性と衝撃靱性とのバランスが商業的に存続可能な製品
提供を得るためにとられてきた。一般にこれは、ある中間層材料に接着調整添加剤を使用
することによって、または酸コポリマーでの中和のレベルを上げることによって達成され
る。酸コポリマーアイオノマーでの中和レベルの操作は、同様に、他の特性変化ももたら
し得る。増大した接着性に対する要求は、それ故、中間層材料の酸含有率の増大時にラミ
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ネートの衝撃靱性の予期される低下および起こり得る他の変化のために、従来のやり方で
は容易に対応されない。
【０００８】
　さらにまた、ある種の通常のポリマー中間層の強靱性は現在商業的に入手可能な樹脂の
それより改良されることがより望ましくなってきた。当業者によって容易に認められるよ
うに、透明なラミネート用の中間層の製造に使用される樹脂の固有特性の改質は、樹脂お
よびそれから製造される中間層の他の特性に影響を及ぼし得る。この事実を認めると、酸
レベル、中和レベル、または他の固有特性の変更は単純ではない。
【０００９】
　しかしながら、望ましい光学的透明度を有し、それ故透明なラミネート物品として有用
なラミネートを提供するために商業的に入手可能な酸コポリマー樹脂が急冷される必要が
あるという事実はさらに問題がある。通常の酸コポリマーイオノプラスト（ｉｏｎｏｐｌ
ａｓｔ）樹脂を含むラミネートに対して推奨される冷却速度は、少なくとも５°Ｆ毎分（
２．７８℃／分）以上である。言い換えれば、例示として、通常の条件および中間層材料
として通常のイオノプラスト樹脂を用いて製造されたラミネートは２７５°Ｆ（１３５℃
）のオートクレーブ温度から１０４°Ｆ（４０℃）の温度まで約３５分未満で冷却される
ことが推奨される。しかしながら、実際にはこれは、製造プロセスが決して理想的でない
条件下に典型的には実施されるので、満たすべきささいなプロセス条件ではない。通常の
イオノプラスト中間層を含むラミネートは冷却速度が下げられたときにヘーズの増加の傾
向を示すので、これは問題であり得る。装置および加工条件の相違は、同じ設備で実施さ
れるときでさえ、製品品質の変動を引き起こし得る。イオノプラスト中間層の光学的透明
度の冷却速度への感受性は、透明なラミネートの製造での問題であり得る。
【００１０】
　堅い基材への増大した接着性、特にガラスへの接着性の目的で改良された樹脂組成物を
もたらすことは望ましいことであり得る。少なくとも同じ、または好ましくは改良された
耐衝撃性および強靱性のラミネートを提供する、かかる樹脂をもたらすことはさらにもっ
と望ましいことであり得る。さらにまた、樹脂から製造された中間層シートが通常の中間
層と比べて改良された強靱性を有する、かかる樹脂を製造することは望ましいことであり
得る。さらに、光学的透明度が必要条件である用途向けにデザインされるとき良好な光学
的透明度を提供するラミネートにこれらの特性のすべてを有することは望ましいことであ
り得る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一態様では、本発明は、透明なラミネート物品の製造での使用に好適なエチレン酸コポ
リマー樹脂組成物であって、（ｉ）該組成物が、約７０～約７９重量％のエチレンと、酸
基の少なくとも約２０％～約３５％が中和されている、３～８個の炭素を有するα，β－
不飽和酸からなる群中の酸から選択された約２１～約３０重量％のカルボン酸モノマーと
から本質的になり、そして（ｉｉ）該樹脂が中和前に約６０ｇ／１０分以下のメルトイン
デックスを有する樹脂組成物である。
【００１２】
　別の態様では、本発明は、約７０～約７９重量％のエチレンと、酸基の少なくとも約２
０％～約３５％が中和されている、３～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群
中の酸から選択された約２１～約３０重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、
そして（ｉｉ）該樹脂が中和前に約６０ｇ／１０分以下のメルトインデックスを有する樹
脂組成物から得られた透明な中間層である。
【００１３】
　別の態様では、本発明は、少なくとも１つの透明な中間層を含むラミネート物品であっ
て、該中間層が、約７０～約７９重量％のエチレンと、酸基の少なくとも約２０％～約３
５％が中和されている、３～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中の酸から
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選択された約２１～約３０重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、そして（ｉ
ｉ）該樹脂が中和前に約６０ｇ／１０分以下のメルトインデックスを有する樹脂組成物か
ら得られ、かつ、約３％以下のヘーズを有するラミネート物品である。
【００１４】
　さらに別の態様では、本発明は、中間層を含む約３％以下のヘーズを有する透明なラミ
ネート物品の製造方法であって、（ａ）約１７５℃～約２５０℃の温度で（ｉ）約７０～
約７９重量％のエチレンと、酸基の少なくとも約２０％～約３５％が中和されている、３
～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中の酸から選択された約２１～約３０
重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、そして（ｉｉ）中和前に約６０ｇ／１
０分以下のメルトインデックスを有する熱可塑性樹脂から得られる中間層シートを押し出
す工程と、（ｂ）（１）該中間層および少なくとも１つの他のラミネート層を設置してプ
レ－ラミネートアセンブリを形成し、そして（２）プレ－ラミネートアセンブリを少なく
とも約１２０℃の温度に加熱し、かつ、しばらくの間アセンブリに圧力または真空をかけ
、そして（３）該ラミネートを、透明なラミネートを得るために冷却させることによって
中間層からラミネートを二次加工する工程とを含む方法である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　一実施形態では、本発明は、透明なラミネートの製造での使用に特に好適な、改良され
たイオノプラスト樹脂である。本発明のイオノプラスト樹脂は、３～８個の炭素を有する
約２１重量％～約３０重量％のα，β－不飽和カルボン酸から本質的になるエチレン酸コ
ポリマー樹脂である。本出願の目的のためには、本発明のコポリマーでの最終酸レベルの
制御は厳密ではなく、それ故最終製品中の酸の範囲は、本発明の意図される範囲から逸脱
することなしに開示される範囲の約±１％内で変わり得ることが理解されるべきである。
【００１６】
　性能特性、生産能力、または望ましいプロセスパラメーターに依存して、様々な酸レベ
ルが好ましいものであり得る。例えば、幾つかのケースでは、約２１重量％（すなわち２
１±１重量％）の酸レベルが好ましいものであり得るし、他のケースでは約２２±１重量
％の酸レベルを有することが好ましいものであり得る。
【００１７】
　改良は、増加した酸レベルのおかげで、ラミネートの強靱性および耐衝撃性を損なうこ
となくガラスへの改良された接着性を提供する樹脂を含む。イオノプラスト樹脂は少なく
とも部分的に中和され、アルカリおよびアルカリ土類金属イオン、ならびに遷移金属イオ
ンからなる群中のイオンから選択された金属イオンを含む部分塩として存在する。本発明
のイオノプラスト樹脂は、カルボン酸基の約１０％～約９０％が中和されている。好まし
くは、本発明のイオノプラスト樹脂は約１５％～約４５％中和され、より好ましくは約２
０％～約３５％中和されている。さらにより好ましくは、樹脂は約２５％～約３５％中和
されている。
【００１８】
　本発明の樹脂は、本発明のラミネートを製造するために使用されるとき、本明細書に記
載されるような中間層中により高い酸含有率を含むラミネートについて予期されるものと
比べて改良された強靱性を示す。理論に拘束されるものではないが、本発明での改良され
た強靱性は、それが中和される前により低いメルトインデックス（ＭＩ）を有するエチレ
ンコポリマーベース樹脂を製造することによって得られると考えられる。本発明のベース
樹脂は、１９０℃で測定されたときに６０グラム／１０分未満、好ましくは５５グラム／
１０分未満のＭＩを有する。より好ましくはＭＩは５０グラム／１０分未満である。さら
により好ましくはＭＩは３５グラム／１０分未満である。中和後に、ＭＩは２．５グラム
／１０分未満、場合により１．５ｇ／１０分未満であり得る。
【００１９】
　貯蔵、加工または取扱いに役立つために、本発明のアイオノマーはまた、ブロッキング
を防止するための試剤を含んでもよい。ブロッキング防止剤または加工助剤の使用は、本
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発明の実施に際して任意であるが、好ましい。通常のブロッキング防止剤を使用すること
ができ、当業者は、かかる試剤が望ましいかどうかを決定することができる。
【００２０】
　別の実施形態では、本発明は、本発明の樹脂から得られたシートまたはフィルムである
。本発明のシートまたはフィルムは、例えば、通常の方法を用いて本発明の樹脂を押し出
すことによって得ることができる。押出を用いて約０．３８～約２．６０ｍｍの範囲の厚
さのシートを提供することができる。本発明の樹脂からフィルムを得るために、融解樹脂
からフィルムを例えばキャストするまたはブローするなどの通常の方法を用いることがで
きる。本発明の実施に際し対象となるラミネートのために、中間層シートの押出が好まし
い。本発明の中間層の押出は、約１７５℃～約２５０℃の範囲の温度で実施することがで
きる。本発明の中間層シートは、表面パターンなしに押し出すことができるが、本発明の
中間層は、ラミネートが二次加工されるときにその界面空間から空気またはガス蒸気を除
去するプロセスを容易にするために表面パターンを有することが好ましい。表面パターン
は、公知のメルトフラクチャー技術によって、またはエンボス化ツールの使用によって付
けることができる。表面パターンを含む中間層の光学的透明度は、該中間層から最終的に
得られる透明なラミネートと比べて劣っている。積層プロセスは、中間層に光学的透明度
を回復させる。
【００２１】
　別の実施形態では、本発明は、本発明の樹脂を含む押出シートから製造されたラミネー
トである。ガラス積層技術では、ガラスへの増加した接着性が減少した耐衝撃性のラミネ
ートをもたらし得ることは公知である。本発明の樹脂は改良された接着性を有するが、改
良された樹脂の通常樹脂と比べてより低いメルトインデックスのおかげで、改良された耐
衝撃性もまた有する。本願で権利請求の対象とされる樹脂のガラスへの接着性は、ダブル
－片持ち梁ビーム（Ｄｏｕｂｌｅ－Ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ　Ｂｅａｍ）（ＤＣＢ）試験に
よって測定されるとき、現在特許される樹脂を使用して得られたラミネートについて２０
０Ｊ／ｍ2より大きく、そしてさらに約３００ｋＪ／ｍ2より大きい衝撃靱性を示す。好ま
しくは、ＤＣＢ接着強度は約２００～約１２００Ｊ／ｍ2の範囲内である。本願で権利請
求の対象とされる発明のラミネートの剥離強度は約６ポンド／インチ超～約２０ポンド／
インチである。
【００２２】
　イオノプラスト樹脂を含むガラスラミネートの製造で接着性および衝撃靱性の適切なバ
ランスを見いだすことが本発明の目標である。ラミネートの強靱性は、衝撃靱性、特に衝
撃貫入を測定することによって求めることができる。本発明のラミネートは一般に、従来
のラミネートより大きい貫入抵抗を提供する。
【００２３】
　本発明の中間層は、公知のおよび従来の方法に従ってガラスまたは他の透明な材料に積
層することができる。例えば、本発明の中間層は、ガラスなどの、少なくとも１つの他の
ラミネート構造層と共に組み合わせて、オートクレーブ中で中間層の軟化点より高い温度
でガラスに積層することができる。典型的には、イオノプラスト中間層については、オー
トクレーブ温度は少なくとも約１２０℃であることができる。好ましくはオートクレーブ
温度は少なくとも約１２５℃、より好ましくは少なくとも約１３０℃である。
【００２４】
　別の実施形態では、本発明は、高酸樹脂がラミネートを得るために１２０℃未満、好ま
しくは１１０℃未満の温度で積層され得る積層方法であって、ラミネートの接着が、約２
０重量％未満の酸を有する、そして１２０℃以上の積層温度を必要とする通常のエチレン
コポリマーアイオノマーから得られたラミネートでのそれと少なくとも同じほど高い方法
である。比較的低温の積層の可能性は、本発明の中間層で（例えばプレス加熱、パルス加
熱、またはパススルー・オーブン加熱などの）代わりの積層法の開発を提供する。
【００２５】
　本明細書での使用に好適な中間層は好ましくは、本来であればラミネートの層間の界面
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に捕捉されるかもしれない空気または捕捉蒸気およびガスの除去を容易にする表面パター
ンを積層前に含む。ラミネートアセンブリに真空または圧力をかけてガラスへの接着を推
進するおよび／または捕捉ガスを強制的に外に出すことができる。
【００２６】
　本発明の別の実施形態では、積層は、熱とそれが加熱されているときにラミネートアセ
ンブリへの、例えば、ニップロールからのロール圧力、または他の機械的圧力との適用に
よって大気圧で実施することができる。積層の当業者であれば、公知のそして従来技術で
実施されるものと一緒に本出願の教示を利用することによって、本発明のラミネートを得
るための積層の実施方法が分かるであろう。このようにして得られたラミネートは、少な
くとも約５°Ｆ／分（２．７８℃／分）の冷却速度で周囲温度に冷却することができる。
【００２７】
　本発明のラミネートは、本発明の中間層の多層を用いて構築することができ、および／
または異なる化学組成の中間層またはフィルム層を含むことができる。例えば、本発明の
中間層は、例えば、本発明の中間層と共に積層することができる、中和前に１５～２０重
量％酸を有する通常のアイオノマー中間層、ＥＶＡコポリマー、ポリウレタン、ポリ塩化
ビニルポリマー、またはＰＶＢなどの他の通常の中間層材料と一緒に積層することができ
る。本発明のラミネートは、ポリマー層間および／またはポリマー層とガラスとの間の接
着を高めるために接着層を含むことができる。通常の接着剤が任意成分として本発明の実
施に際し有用であり得る。典型的には本発明の中間層はガラスへの接着を促進するために
接着剤を必要としない。
【００２８】
　別の実施形態では、意外なことに本発明のラミネート（約３％以下のヘーズを有する）
は、ラミネートが約２．７５℃／分未満の速度で冷却される冷却工程を含む方法によって
得ることができる。さらにまた、本発明のラミネートの冷却速度は、約２℃／分未満に遅
くすることができ、約３％以下のヘーズを有するラミネートを得ることができ、さらによ
り意外なことに、冷却速度は１℃／分未満まで遅くして約３％以下のヘーズを有するラミ
ネートを得ることができる。
【００２９】
　本発明のラミネートは、建物の窓；自動車、飛行機、列車などの風防およびサイドライ
ト（ｓｉｄｅｌｉｔｅ）；階段、床、壁、間仕切りなどの構造サポートユニット；天井な
どの他の建築ユニットなどの用途で有用である。本発明のラミネートは、本発明の改良さ
れた樹脂組成物から得られた少なくとも１つの中間層に接着されている少なくとも１つの
堅い構造層を含むことができる。堅い構造層としてのガラスの少なくとも１つの層と共に
本発明の少なくとも１つの中間層を含むラミネートが好ましい。本発明のラミネートは、
安全ガラスが望ましいかまたは必要とされる用途で特に有用である。
【実施例】
【００３０】
　次の実施例および比較例は、本発明をさらに例示するために提示される。実施例は、決
して本発明の範囲を限定することを意図されず、それらは、本明細書で特許請求されおよ
び／または記載される本発明と矛盾するような形で特許請求の範囲または明細書を規定す
るために用いられるべきでもない。
【００３１】
試験方法
　ヘーズは、ＡＳＴＭ（米国材料試験協会）Ｄ１００３に従って測定し、２．５度より大
きいだけ入射から外れる透過光の百分率と定義する。ヘーズ／透明度測定値は、ビック－
ガートナ・ヘイズ－ガード（Ｂｙｋ－Ｇａｒｔｎｅｒ　Ｈａｚｅ－ｇａｒｄ）（登録商標
）プラス（ＨＧプラス）を用いて得た。
【００３２】
　中間層強靱性はＡＳＴＭ　１８２２に従って測定した。これは、ガラス中間層ラミネー
トの衝撃荷重中に発生する速度に似ている歪みの高速度でポリマーシートを裂くためのエ
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ネルギーを測定する引張衝撃法である。
【００３３】
　ラミネート強靱性は振子衝撃試験を用いて測定した。衝撃試験は、ラミネートを貫通す
るために必要とされる衝撃エネルギー（貫通エネルギーと定義される）を確認するために
ガラスラミネートに関して行った。一般的なガイドラインとして、自動車技術者協会（Ｓ
ｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）（ＳＡＥ）推奨基準
（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ）－Ｊ２５６８「道路車両のための安全グ
レージングシステムの貫入抵抗（Ｉｎｔｒｕｓｉｏｎ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｓ
ａｆｅｔｙ　Ｇｌａｚｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｒｏａｄ　Ｖｅｈｉｃｌｅｓ）」
によって定義される振子衝撃子（再現性があり、正確であると業界によって知られる）を
用いた。衝撃子質量を、適度な衝撃落下高さを用いることができるように９．５ｋｇから
３１．８ｋｇに増やした。振子を、約５．６メートルの高さから６ケーブル（４ｍｍ直径
）に吊した。６ポイント・ケーブル懸架は、所望の衝撃ポイントの±５ｍｍの精度を提供
する。衝撃子は、繰り返し衝撃およびガラス破片からの損傷を防止するために焼きを入れ
た７５ｍｍ直径半球形衝撃端へスチールから製造される。サンプルを堅いスチール支持構
造物へ取り付け、ガラス表面に垂直な衝撃を可能にし、サンプルのエッジが目に見えて面
内移動するのを防いだ。３０ｃｍ平方ラミネートを、ラミネートの外側２２ｍｍを周囲保
持する整合ネオプレンゴムガスケット付きの２つのスチール骨組み間に挟んだ。十分な締
め付けを用いて支持骨組み内でのサンプルのいかなる滑りも最小限にした。衝撃を、多数
セットのサンプルに関して様々な衝撃エネルギーで行った。貫通エネルギーを次に、業界
で広く用いられる伝統的な「階段ケース」方法論に基づいた結果から計算した。
【００３４】
　上記の衝撃を受けたセットからのラミネートを次に、潜在的に不利な環境条件下での弾
力性および中間層へのガラスの保持の加水分解安定性についてチェックするために室温で
水の容器へ浸した。より高いパーセント酸含有中間層は、より低い酸相当品より破損後に
ガラス破片のより大きい保持率を示す。
【００３５】
　ラミネートを、インスツルメンターズ社（ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＯＲＳ，Ｉｎｃ．）、
モデルＳＰ－１０２Ｂ－３Ｍ９０スリップ／剥離試験機（ＳＬＩＰ／ＰＥＥＬ　Ｔｅｓｔ
ｅｒ）を用いて９０度角度か１８０度角度かのどちらかで剥離した。ラミネートを２５．
４ｍｍ（１インチ）毎分の速度で剥離した。表１に示す剥離強度データは、ホットプレス
成形された中間層シートから製造されたラミネートに関して取得した。表３に示す剥離強
度データは、押し出された中間層シートから製造されたラミネートに関して取得した。
【００３６】
　ガラスラミネートは次の方法によって製造した。アニールしたガラスのシート３００ｍ
ｍ平方×３ｍｍ厚さを、脱イオン水中のリン酸三ナトリウム（５ｇ／リットル）の溶液で
洗浄し、次に脱イオン水で十分にリンスし、乾燥させた。０．７６ｍｍの厚さを有する様
々なポリマー中間層（下の表を参照されたい）をガラスの底部片のトップ上に置いた。似
たガラスの第２のライト（ｌｉｔｅ）を次にこのポリマーシートの一面に置いた。プレア
センブリを次に、各層の相対的ポジショニングを維持するために外周周りにいくつかのポ
リエステルテープで一緒にテーピングすることによって計量装置に保持した。ナイロン布
ストリップを次に、層内からの空気除去を容易にするためにプレアセンブリの外周周りに
置いた。プレアセンブリを次に、ナイロン真空バッグの内部に入れ、真空ポンプに連結し
た。真空をかけて内部からの空気の実質的な除去を可能にした（バッグ内部の空気圧を５
０ミリバール絶対より下に下げた）。プレラミネートアセンブリを次に空気オートクレー
ブ中に入れ、圧力および温度を、１５分間内に周囲から１３５℃および２００ｐｓｉに上
げた。この温度および圧力を次に、ラミネートアセンブリを適切に熱するのに十分な時間
（このケースでは３０分）保持した。次に温度を２０分間、６０分間または１２０分間内
に４０℃に下げ、それによって圧力を次に周囲に戻し、ラミネートユニットを取り出した
。オートクレーブに入れた後ラミネートを十分にきれいにし、ヘーズを測定した。測定値
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【００３７】
　２１重量％メタクリル酸を有する樹脂から得られた中間層の幾つかのシートを、オート
クレーブ中１０５℃か１３５℃かのどちらかでガラスに積層した。シートは表２に示すよ
うな含水率を有し、ラミネートを１８０°剥離強度について試験した。

【００３８】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　表１

a１インチ毎分の速度で行った剥離。
1接着性が測定されなかった-中間層がガラスから引き離されるよりむしろ引き裂かれた。
表１中の9*～14*は比較例である。
【００３９】
　　　　　　　　　　　　　　表２
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【００４０】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表３

表３中の9*～12*は比較例である。
【００４１】
　　　表４　ガラス／ポリマーラミネート振子衝撃特性
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【００４２】
　　　　　　　表５　振子衝撃試験後のガラス損失

【００４３】
ハリケーン衝撃試験
　沿岸地域での建築用途向けには、ガラス／中間層／ガラスラミネートは、破片衝撃およ
び風圧サイクルへのラミネートの耐性を測定する模擬ハリケーン衝撃およびサイクル試験
に合格しなければならない。現在受け入れられる試験は、南フロリダ建築規制条例（Ｓｏ
ｕｔｈ　Ｆｌｏｒｉｄａ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｏｄｅ）第２３章、セクション２３１５
「風で運ばれる破片についての衝撃試験（Ｉｍｐａｃｔ　ｔｅｓｔｓ　ｆｏｒ　ｗｉｎｄ
　ｂｏｒｎ　ｄｅｂｒｉｓ）」に従って行う。疲労荷重試験は１９９４年付けのセクショ
ン２３１４．５の表２３－Ｆに従って測定する。この試験は、厳しい気候、例えば、ハリ
ケーン中の風で運ばれる破片衝撃の力をシミュレートする。
【００４４】
　本試験は、ラミネート上での２つの衝撃（ラミネートサンプルの中心における１つ、引
き続くラミネートの角における第２衝撃）からなる。衝撃は、公称２インチ（５ｃｍ）×
４インチ（１０ｃｍ）および８フィート（２．４３メートル）長さの９ポンド（４．１キ
ログラム）板を空気圧砲から５０フィート／秒（１５．２メートル／秒）で発射すること
によって行う。ラミネートが上記の衝撃シーケンスを切り抜けた場合、それは空気圧サイ
クル試験を受ける。この試験では、ラミネートをチャンバーにしっかりと固定する。陽圧
試験では、ラミネートを、衝撃面を外側にしてチャンバーに固定し、真空をチャンバーに
かけ、次に次の表Ａに示すサイクルシーケンスと一致するように変える。下の表Ａに示す
ように、圧力サイクル・スケジュールを最高圧力Ｐの分数として明記する。第１の３５０
０サイクルおよび次のサイクルの各サイクルを約１～３秒で完了させる。陽圧試験シーケ
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ンスが完了すると、試験の陰圧部分のためにチャンバーに対し衝撃面を内側に向けてラミ
ネートを逆にし、真空を次のサイクルシーケンスに対応してかける。値は負の値（－）と
して表す。

【００４５】

＊絶対圧レベル(ここで、Pは平方フィート当たり７０ポンド(3360パスカル)である)。
【００４６】
　ラミネートは、長さで５インチ（１２．７ｃｍ）にわたっておよび幅で１／１６インチ
（０．１６ｃｍ）以下で裂け目または開口部が全くないとき、衝撃およびサイクル試験に
合格する。
【００４７】
　ハリケーン衝撃試験に使用したガラスラミネートは次の方法で製造する。すべてのラミ
ネートは、ナトリウムイオンで３７％中和された、最終メルトインデックスを有する８１
％エチレン、１９％メタクリル酸からなるアイオノマー樹脂（タイプ「Ａ」）およびナト
リウムイオンで３２％中和された、約０．９の最終メルトインデックスを有する７８．５
％エチレン、２１．５％メタクリル酸からなる（タイプ「Ｂ」）の９０ミル（２．３ｍｍ
）厚さ中間層を使用した。中間層を下に記載するようなガラスの２層間に挟んだ。アイオ
ノマー樹脂中間層は約３６１ＭＰａの貯蔵ヤング率（ＳｔｏｒａｇｅＹｏｕｎｇ’ｓ　Ｍ
ｏｄｕｌｕｓ）を有する。
【００４８】
　すべてのラミネートは、ガラスパネル間に中間層を入れることによって製造する。ガラ
スパネルのそれぞれを脱イオン水で洗浄する。ラミネートを空気オートクレーブ中に２２
０ＰＳＩＧ（１．６ＭＰａ）圧力で、１３５℃で３０分間入れる。衝撃試験用のラミネー
トは３０インチ（７７．２ｃｍ）高さ×４８インチ（１２１．９ｃｍ）幅である。ラミネ
ートを次に、グレージングしたアルミニウム骨組みにシリコーンシーラント（ダウ・コー
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、全体グレージングの移動を最小限にするようなやり方で衝撃試験を行うためにスチール
支持骨組みに取り付けた。試験される、表６に表示されるラミネートを衝撃試験して増加
した速度での木材飛翔体に対する衝撃「靱性」を測定した。表７のラミネートを先ず、フ
ロリダ衝撃に従って試験し、次に風圧サイクル試験シーケンスにさらした。衝撃試験では
、公称２インチ（５ｃｍ）×４インチ（１０ｃｍ）および８フィート（２．４３メートル
）長さの９ポンド（４．１キログラム）松材板の飛翔体を、空気圧砲から５０フィート／
秒（１５．２メートル／秒）でラミネートに向かって推進させ、ラミネートにその表面に
「垂直に」ぶつける。ラミネートのそれぞれを、ラミネートの２つの異なる場所で、ガラ
スを破砕する２つの衝撃にさらす。ラミネートの中心での衝撃は標準的方法（約５０ｆｐ
ｓの速度）で行ったが、角衝撃の速度はグレージングの衝撃「強靱」を測定するために変
えた。試験の結果を下の表６で下に示す。
【００４９】
　追加サンプルは、より大きなサイズ（２．２８ｍｍアイオノマー中間層（Ｉｏｎｏｍｅ
ｒ　Ｉｎｔｅｒｌａｙｅｒ）で積層された１．５２ｍ×２．４４ｍ　ｗ／２ライト６ｍｍ
熱強化ガラス（Ｈｅａｔ－Ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｅｄ　Ｇｌａｓｓ））で製造し、シリコ
ーンシーラントおよび２６ｍｍグレージング重なりを用して市販のアルミニウム骨組みシ
ステム（Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｆｒａｍｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）へ
グレージングして骨組みを作った。中心および角の両方の衝撃を、いかなる裂け目も生じ
させることなく規定の５０ｆｐｓ飛翔体速度で行った。空気圧サイクルシーケンスを次に
、グレージングパネルのハリケーン力風応力および屈曲をシミュレートするために行った
。結果を表７に示す。
【００５０】
　　　　　　　　　　　　　　表６

【００５１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表７
　　　　　　　　　　　　　　空気圧サイクルシーケンス
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　次に、本発明の好ましい態様を示す。
1.　透明なラミネート物品の製造での使用に好適なエチレン酸コポリマー樹脂組成物であ
って、（ｉ）該組成物が、約７０～約７９重量％のエチレンと、酸基の少なくとも約２０
％～約３５％が中和されている、３～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中
の酸から選択された約２１～約３０重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、そ
して（ｉｉ）該樹脂が中和前に約６０ｇ／１０分以下のメルトインデックスを有する樹脂
組成物。
2.　約７０～約７９重量％のエチレンと、酸基の少なくとも約２０％～約３５％が中和さ
れている、３～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中の酸から選択された約
２１～約３０重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、そして（ｉｉ）樹脂が中
和前に約６０ｇ／１０分以下のメルトインデックスを有する樹脂組成物から得られた透明
な中間層。
3.　少なくとも１つの透明な中間層を含むラミネート物品であって、該中間層が、約７０
～約７９重量％のエチレンと、酸基の少なくとも約２０％～約３５％が中和されている、
３～８個の炭素を有するα，β－不飽和酸からなる群中の酸から選択された約２１～約３
０重量％のカルボン酸モノマーとから本質的になり、そして（ｉｉ）樹脂が中和前に約６
０ｇ／１０分以下のメルトインデックスを有する樹脂組成物から得られ、かつ、約３％以
下のヘーズを有するラミネート物品。
4.　中間層を含む約３％以下のヘーズを有する透明なラミネート物品の製造方法であって
、（ａ）約１７５℃～約２５０℃の温度で（ｉ）約７０～約７９重量％のエチレンと、酸
基の少なくとも約２０％～約３５％が中和されている、３～８個の炭素を有するα，β－
不飽和酸からなる群中の酸から選択された約２１～約３０重量％のカルボン酸モノマーと
から本質的になり、そして（ｉｉ）中和前に約６０ｇ／１０分以下のメルトインデックス
を有する熱可塑性樹脂から得られる中間層シートを押し出す工程と、（ｂ）（１）該中間
層および少なくとも１つの他のラミネート層を設置してプレ－ラミネートアセンブリを形
成し、そして（２）プレ－ラミネートアセンブリを少なくとも約１２０℃の温度に加熱し
、かつ、しばらくの間アセンブリに圧力または真空をかけ、そして（３）該ラミネートを
、透明なラミネートを得るために冷却させることによって中間層からラミネートを二次加
工する工程とを含む方法。
5.　前記ラミネートが２．７５℃／分以下の速度で冷却される上記４に記載の方法。
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