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(57)【要約】
【課題】　熱収縮させた後も良好なホログラム調の外観
を有する熱収縮性筒状ラベルを提供する。
【解決手段】　本発明の熱収縮性筒状ラベル１は、熱収
縮性フィルム３の裏面が内側となるように筒状に形成さ
れた筒状フィルムと、前記筒状フィルムの表面側及び裏
面側の少なくとも一方側に設けられた装飾印刷層４と、
を有し、前記装飾印刷層４が、金属又は半金属を含み且
つ一方面に複数の凹凸を有する板状薄片を含む。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱収縮性フィルムの裏面が内側となるように筒状に形成された筒状フィルムと、
　前記筒状フィルムの表面側及び裏面側の少なくとも一方側に設けられた装飾印刷層と、
を有し、
　前記装飾印刷層が、金属又は半金属を含み且つ一方面に複数の凹凸を有する板状薄片を
含む、熱収縮性筒状ラベル。
【請求項２】
　前記板状薄片が、金属蒸着薄片を含む、請求項１に記載の熱収縮性筒状ラベル。
【請求項３】
　前記装飾印刷層が、筒状フィルムの裏面側に設けられており、その装飾印刷層の裏面側
に、白色着色剤を含む背景印刷層が設けられている、請求項１または２に記載の熱収縮性
筒状ラベル。
【請求項４】
　三次元曲面部を有する容器と、前記三次元曲面部を含んで前記容器に熱収縮装着された
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の熱収縮性筒状ラベルと、を有し、
　前記装飾印刷層の設けられた領域が前記三次元曲面部に装着されている、ラベル付き容
器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホログラム調の外観を有する熱収縮性筒状ラベル及びそれが装着されたラベ
ル付き容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、熱収縮性フィルムを筒状に形成した熱収縮性筒状ラベルが多様な用途に用いられ
ている。なお、熱収縮性筒状ラベルは、シュリンクラベル、シュリンクチューブなどとも
呼ばれる。
　前記熱収縮性筒状ラベルは、商品名などの文字、装飾的な模様などのデザインを表示す
るための装飾媒体として利用されている。また、装飾効果を高めるため、ホログラム調の
外観を有する熱収縮性筒状ラベルも知られている。ここで、ホログラム調の外観とは、光
の干渉縞によって視覚上虹色のように見える外観をいう。
　従来、ラベルにホログラム調の外観を付与する方法としては、ホログラム箔転写シート
をラベルに転写する方法が知られている（特許文献１）。前記ホログラム箔転写用シート
は、剥離層を有するシートと、前記剥離層の表面に積層され且つホログラム調の表面凹凸
を有する樹脂層と、この樹脂層の表面に積層されたアルミニウム蒸着膜と、このアルミニ
ウム蒸着膜の表面に積層された接着剤層と、を有する。この転写シートの接着剤層をラベ
ルに接着し、剥離層を有するシートを引き剥がすことにより、ラベルにホログラム箔が転
写される。
　しかしながら、熱収縮性筒状ラベルに前記ホログラム箔を転写した場合には、熱収縮性
筒状ラベルを被着体に装着した後に、ホログラム効果が消失する又は非常に小さくなると
いう問題点がある。ホログラム効果が消失する理由は、明確ではないが、次のように推定
される。熱収縮性筒状ラベルは、加熱して熱収縮させることにより被着体に装着されるラ
ベルであり、前記ホログラム箔が転写された熱収縮性筒状ラベルを熱収縮させると、ホロ
グラム箔もそれに追従して収縮させられるので、樹脂層の表面の凹凸が乱れ、ホログラム
調の外観を消失する又はその外観が見え難くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３２０７９５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、熱収縮させた後も良好なホログラム調の外観を有する熱収縮性筒状ラ
ベル及びその熱収縮性筒状ラベルが容器に熱収縮装着されたラベル付き容器を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、鋭意研究した結果、複数の凹凸を有する板状の薄片を含む印刷層を形成
することにより、上記目的を達成できる熱収縮性筒状ラベルに想到した。
【０００６】
　本発明の熱収縮性筒状ラベルは、熱収縮性フィルムの裏面が内側となるように筒状に形
成された筒状フィルムと、前記筒状フィルムの表面側及び裏面側の少なくとも一方側に設
けられた装飾印刷層と、を有し、前記装飾印刷層が、金属又は半金属を含み且つ一方面に
複数の凹凸を有する板状薄片を含んでいる。
【０００７】
　本発明の好ましい熱収縮性筒状ラベルは、前記板状薄片が、金属蒸着薄片を含む。
　本発明の好ましい熱収縮性筒状ラベルは、前記装飾印刷層が、筒状フィルムの裏面側に
設けられており、その装飾印刷層の裏面側に、白色着色剤を含む背景印刷層が設けられて
いる。
【０００８】
　本発明の別の局面によれば、ラベル付き容器を提供する。
　本発明のラベル付き容器は、三次元曲面部を有する容器と、前記三次元曲面部を含んで
前記容器に熱収縮装着された上記熱収縮性筒状ラベルと、を有し、前記装飾印刷層の設け
られた領域が前記三次元曲面部に装着されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の熱収縮性筒状ラベルは、複数の凹凸を有する板状薄片を含む装飾印刷層が設け
られているので、熱収縮させた後も良好なホログラム調の外観を有する。
　かかる熱収縮性筒状ラベルが容器の三次元曲面部に熱収縮装着されたラベル付き容器は
、見る角度によって色彩が大きく変化するホログラム調の外観を有し、装飾性に優れてい
るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の熱収縮性筒状ラベルを構成するラベル形成用基材を裏面側から見た正面
図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線で切断した横断面図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線で切断した横断面図。
【図４】本発明の熱収縮性筒状ラベルの斜視図。
【図５】同熱収縮性筒状ラベルを上方から見た平面図。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ線で切断した横断面図（シール部の横断面図）。
【図７】板状薄片を一方面側から見た平面図。
【図８】（ａ）は、板状薄片の一方面の一部分を拡大した平面図であって、１つの実施形
態に係る凹凸形状を示す平面図、（ｂ）は、同（ａ）のＶＩＩＩｂ－ＶＩＩＩｂ線で切断
した断面図、（ｃ）は、凹凸形状の変形例を示す断面図。
【図９】（ａ）は、板状薄片の一方面の一部分を拡大した平面図であって、更なる変形例
に係る凹凸形状を示す平面図、（ｂ）は、同（ａ）のＩＸｂ－ＩＸｂ線で切断した断面図
。
【図１０】（ａ）は、本発明の第１例に係るラベル付き容器の正面図、（ｂ）は、第２例
に係るラベル付き容器の正面図。
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【図１１】（ａ）は、本発明の第３例に係るラベル付き容器の正面図、（ｂ）は、第４例
に係るラベル付き容器の正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
　ただし、本明細書において、「裏面」とは、筒状ラベルを形成したときにその筒状内側
となる面をいい、「表面」とは、前記裏面の反対面（他方の面）を指し、筒状ラベルを形
成したときにその筒状外側となる面をいう。筒状内側は、筒状ラベルの径内方向を意味し
、筒状外側は、筒状ラベルの径外方向を意味する。
　また、本明細書において、「横方向」は、ラベル形成用基材の１つの方向であって、こ
の基材が筒状ラベルに形成されたときにはその筒状ラベルの周方向に相当し、「縦方向」
は、基材の面内で前記横方向と略直交する方向をいう。
　なお、各図において表された形状、大きさ、各層の厚み及びそれらの相対的な比率など
は、実際の寸法とは異なっていることに留意されたい。
【００１２】
［１つの実施形態］
　図１は、本発明の筒状ラベルを形成するために用いられる、ラベル形成用基材を裏面側
から見た正面図であり、図２及び図３は、その基材の各部で切断した断面図である。図４
は、本発明の熱収縮性筒状ラベルの斜視図であり、図５は、その熱収縮性筒状ラベルを上
方から見た平面図であり、図６は、その熱収縮性筒状ラベルのシール部を切断した断面図
である。
　本発明の熱収縮性筒状ラベル１は、後述するラベル形成用基材２を筒状に形成したもの
である。
　一般に、熱収縮性筒状ラベルは、容器などの被着体に対する装着方法に従って、予め筒
状に形成された熱収縮性筒状ラベルと、被着体に装着すると同時に筒状に形成される熱収
縮性筒状ラベルと、に大別できる。これらの熱収縮性筒状ラベルは、いずれも熱収縮性フ
ィルムを有する基材を筒状に形成した筒状フィルムからなる点において共通しているが、
その違いは、被着体に装着される前から筒状となっているか、又は、被着体に装着する前
には葉状の基材の状態であって、被着体に装着すると同時に筒状となる点である。本発明
の熱収縮性筒状ラベル１は、前記２つのいずれのタイプでもよい。
　以下、図面などを含めて前者のタイプの熱収縮性筒状ラベル１について説明する。
【００１３】
（ラベル形成用基材）
　ラベル形成用基材２は、熱収縮性筒状ラベル１を構成する基本部材である。
　前記ラベル形成用基材２は、図１乃至図３に示すように、平面視矩形状の熱収縮性フィ
ルム３と、金属又は半金属を含み且つ一方面に複数の凹凸を有する板状薄片を含む装飾印
刷層４と、を有し、好ましくは、デザインを表示したデザイン印刷層５をさらに有し、よ
り好ましくは、背景印刷層６をさらに有する。前記ラベル形成用基材２は、必要に応じて
、前記熱収縮性フィルム３、装飾印刷層４、デザイン印刷層５及び背景印刷層６以外の他
の機能層を有していてもよい。前記他の機能層としては、表面保護層、滑り層などが挙げ
られる。
　このラベル形成用基材２の裏面が内側となるように、これを筒状にして、その第１側端
部２１の表面側に第２側端部２２を重ねて接着することにより、図４乃至図６に示すよう
な、本発明の熱収縮性筒状ラベル１が得られる。
　なお、機械的生産過程では、ラベル形成用基材は、通常、複数のラベル形成用基材が連
続的に繋がった長尺状の基材連続体として製造される。使用に際して、その連続体を所定
長さに切断することにより、個々のラベル形成用基材２が得られる。
【００１４】
（熱収縮性フィルム）
　前記熱収縮性フィルム３としては、その裏面側に設けられた層を筒状ラベルの外側から
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視認するために透明なフィルムが用いられる。なお、本明細書において、ある部材が「透
明」とは、その部材の表面側からその部材の裏面側に設けられた層の色彩及び表示を視認
できる程度の透光性を有することをいう。前記熱収縮性フィルム３の全光線透過率は、例
えば、７０％以上であり、好ましくは８０％以上であり、より好ましくは９０％以上であ
る。前記全光線透過率は、ＪＩＳ　Ｋ７１０５（プラスチックの光学的特性試験方法）に
準拠した測定法によって測定される値をいう。
　前記熱収縮性フィルム３は、熱収縮性を有していることを条件として、例えば、自己伸
縮性も有してもいてもよく、或いは、自己伸縮性を有していなくてもよい。自己伸縮性は
、フィルムに拡張力を加えるとそのフィルムが伸び、その拡張力を解除するとフィルムが
ほぼ元の寸法に戻る性質をいう。
【００１５】
　前記熱収縮性は、所要温度（例えば、７０℃～１００℃）に加熱されると収縮する性質
をいう。熱収縮性フィルム３は、横方向（横方向は、筒状フィルムに形成した際に、周方
向となる）に少なくとも熱収縮し、必要に応じて、縦方向にも若干熱収縮又は熱伸張し得
るものでもよい。
　熱収縮性フィルム３の横方向における熱収縮率は、被着体に密着させることができる程
度以上であれば特に限定されず、例えば、９０℃に加熱した際の横方向における熱収縮率
は、３０％以上であり、好ましくは４０％以上、より好ましくは５０％以上である。なお
、熱収縮性フィルム３が縦方向にも若干熱収縮又は熱伸張する場合、その９０℃に加熱し
た際の縦方向における熱収縮率は、例えば、－３％～１５％である。前記縦方向の熱収縮
率のマイナスは、熱伸張を意味する。前記９０℃に加熱した際の熱収縮率は、加熱前のフ
ィルムの長さ（元の長さ）と、フィルムを９０℃の温水中に１０秒間浸漬した後のフィル
ムの長さ（浸漬後の長さ）の割合であり、下記式に代入して求められる。
　式：熱収縮率（％）＝［｛（横方向（又は縦方向）の元の長さ）－（横方向（又は縦方
向）の浸漬後の長さ）｝／（横方向（又は縦方向）の元の長さ）］×１００。
【００１６】
　熱収縮性フィルム３は、装飾印刷層が設けられる面が高い平滑性を有するものが好まし
い。平滑性が高い熱収縮性フィルム３を用いることにより、板状薄片が配向し易くなり、
熱収縮性筒状ラベルが良好なホログラム調の外観を呈する。詳しくは、装飾印刷層４に含
まれる複数の板状薄片は、その一方面を装飾印刷層４の表面に対して平行又は鋭角状に傾
斜し且つその装飾印刷層４の厚み方向に積み重なって配向していると考えられ、前記のよ
うに平滑性の高い面に装飾印刷層４を設けることにより、板状薄片の配向が乱れ難くなり
、その結果、良好なホログラム調の外観を呈する熱収縮性筒状ラベルが得られる。
【００１７】
　前記熱収縮性フィルム３の材質は、特に限定されず、例えば、ポリエチレンテレフタレ
ートなどのポリエステル系樹脂、ポリプロピレン、環状オレフィンなどのオレフィン系樹
脂、スチレン－ブタジエン共重合体などのスチレン系樹脂、塩化ビニル系樹脂などの熱可
塑性樹脂を含む延伸フィルムが挙げられる。また、熱収縮性フィルム３は、単層構造でも
よく、複層構造でもよい。平滑性が高く、印刷溶剤耐性に優れていることから、少なくと
も装飾印刷層の設けられる面がポリエステル系樹脂層で構成された熱収縮性フィルムが好
ましい。また、熱収縮後でも板状薄片の配向が比較的崩れにくいことから、収縮曲線が緩
やかであるポリスチレン系樹脂層又はポリオレフィン系樹脂層を含む熱収縮性フィルムを
用いることが好ましい。これらの事項を考慮して、特に、熱収縮性フィルム３は、表裏面
層にポリエステル系樹脂層を有し、且つ中間層にポリスチレン系樹脂層又はポリオレフィ
ン系樹脂層を有する異種積層フィルムが好ましい。
　前記矩形状の熱収縮性フィルム３は、縦方向に沿う第１側端部２１と、この第１側端部
２１に横方向において対向する、縦方向に沿う第２側端部２２と、をそれぞれ有する。前
記第１側端部２１は、熱収縮性フィルム３の１つの側端部において上縁から下縁にまで縦
方向に延びる帯状領域である。前記第２側端部２２は、熱収縮性フィルム３のもう１つの
側端部において上縁から下縁にまで縦方向に延びる帯状領域である。前記第１側端部２１
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及び第２側端部２２は、筒状フィルム（筒状ラベル）を形成する際に重ね合わせて接着さ
れる、シール部を構成する。
　前記第１側端部２１及び第２側端部２２の横幅は、それぞれ特に限定されないが、通常
、３ｍｍ～２０ｍｍであり、好ましくは５ｍｍ～１５ｍｍである。前記横幅とは、横方向
における長さである。
【００１８】
（装飾印刷層）
　装飾印刷層４は、後述する板状薄片を含む印刷層である。本発明の熱収縮性筒状ラベル
１は、前記装飾印刷層４が設けられているので、熱収縮前後において、ホログラム調の外
観を有する。
　装飾印刷層４は、熱収縮性フィルム３の表面側及び裏面側の少なくとも一方側に設けら
れ、好ましくは、熱収縮性フィルム３の表面側又は裏面側の何れか一方側に設けられる。
　熱収縮性フィルム３を通じて装飾印刷層４を見た方が良好なホログラム調の外観を呈す
ることから、前記装飾印刷層４は、熱収縮性フィルム３の裏面側に設けられていることが
好ましい。特に、板状薄片が配向し易くなることから、熱収縮性フィルム３の表面及び裏
面の少なくとも一方に接して設けられ、好ましくは、熱収縮性フィルム３の裏面に接して
設けられる。
【００１９】
　装飾印刷層４は、ホログラム調の外観を見せたい領域に設けられる。従って、装飾印刷
層４は、熱収縮性フィルム３の所望の領域に設けられ、例えば、熱収縮性フィルム３の全
体に設けられていてもよく、或いは、その一部分に設けられていてもよい。もっとも、シ
ール部はフィルム同士を直接接着することによって強固となるので、シール部を構成する
フィルム重ね合わせ面には、装飾印刷層が設けられていないことが好ましい。詳しくは、
装飾印刷層４は、熱収縮性フィルム３の上縁と、下縁と、第１側端縁（第１側端部２１側
の側縁２１ａ）と、第２側端部２２の境界線２２ｂと、によって囲われる領域内（以下、
この領域を特定領域という場合がある）に設けられている。装飾印刷層４は、前記特定領
域内の全体に設けられていてもよく、又は、その特定領域内の一部分に設けられていても
よい。好ましくは、図示のように、装飾印刷層４は、前記特定領域内の一部に設けられる
。
　例えば、図示例では、前記特定領域内の一部に装飾印刷層４が設けられ、その領域内の
一部には、装飾印刷層が設けられていない部分３９（以下、非装飾印刷部という）が存在
する。その非装飾印刷部３９は、前記特定領域内の１箇所に形成されていてもよく、独立
した２箇所以上に形成されていてもよい。
【００２０】
　装飾印刷層４は、不透明でもよいが、好ましくは光透過性を有する。前記光透過性は、
装飾印刷層４を通じて、その裏面側に設けられた色彩を視認できる性質をいう。例えば、
装飾印刷層４は、例えば、その全光線透過率（ＪＩＳ　Ｋ７１０５）が５０％以上、好ま
しくは６０％以上の光透過性を有する。前記装飾印刷層４の全光線透過率は、装飾印刷層
４を積層した熱収縮性フィルム３を用いて測定した値である。
　装飾印刷層４の厚みは、適宜設定できるが、前記光透過性を有する装飾印刷層４の厚み
は、例えば、０．５μｍ～５μｍである。
【００２１】
　装飾印刷層４は、複数の板状薄片と、バインダー樹脂と、を含み、必要に応じて、各種
の添加剤を含む。装飾印刷層４は、複数の板状薄片が、前記バインダー樹脂中においてそ
の装飾印刷層４の面方向に略均一に分散している。このように面方向に板状薄片が略均一
に分散していることにより、熱収縮性筒状ラベルを熱収縮させた後も板状薄片の凹凸が消
失し難くなる。なお、複数の板状薄片は、装飾印刷層４の厚み方向にも略均一に分散して
いることが好ましいが、厚み方向においては、不均一であってもよい。
【００２２】
　板状薄片７は、図７に示すように、金属又は半金属を含む板状のものであって、その一
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方面に複数の凹凸を有する板状である。前記凹凸は、板状薄片７の固有の形状でもよく、
或いは、板状薄片７に付加された何らかの物質に基づいていてもよいが、好ましくは、板
状薄片７の固有の形状である。
　前記金属としては、金、銀、銅、チタン、アルミニウム、錫、亜鉛、クロム、ニッケル
、マグネシウム、ガリウムなどが挙げられる。半金属は、金属と非金属の中間的性質を示
すものをいう。半金属としては、例えば、ケイ素、ビスマス、ゲルマニウムなどが挙げら
れる。板状薄片は、金属、半金属若しくはこれらの２種以上の複合物、又は、これらの金
属、半金属若しくは複合金の酸化物、硫化物、酸化炭化物若しくは酸化窒化物などから形
成されている。板状薄片は、好ましくは金属から形成され、より好ましくはアルミニウム
から形成される。板状薄片は、板状の薄いものであり、その製法は、特に限定されないが
、容易に凹凸を形成できることから、蒸着膜を砕いた蒸着薄片であることが好ましく、金
属蒸着膜を砕いたものがより好ましく、凹凸形状が付与された金属蒸着膜を砕いた蒸着薄
片がさらに好ましい。
　前記板状薄片７は、前記金属など又は金属の酸化物などからなるが、その表面が薄く透
明な樹脂層などの被覆層によって被覆されていてもよい。ただし、板状薄片７が前記被覆
層で被覆されている場合でも、前記凹凸形状は板状薄片７に基づく（つまり、前記複数の
凹凸は、板状薄片７の固有の形状である）ことが好ましい。
【００２３】
　板状薄片７の厚みは、特に限定されず、例えば、１０ｎｍ～１０００ｎｍであり、好ま
しくは、５０ｎｍ～８００ｎｍである。
　板状薄片７の平面視形状は、略矩形状、鱗片状、略円形状などの定形でもよく、不定形
でもよい。図示例の板状薄片７は、不定形であり、従って、装飾印刷層４は、様々な平面
視形状の板状薄片７が含まれている。
　板状薄片７の面積（平面視形状の面積）は、特に限定されず、例えば、５平方μｍ～２
０００平方μｍである。なお、不定形な板状薄片７においては、前記面積範囲に含まれな
いものもある。
　板状薄片７のアスペクト比は、特に限定されず、例えば、２～１０００である。
　ただし、前記アスペクト比は、［板状薄片の平面視に於ける最大長さ／板状薄片の厚み
］で求められる。
　また、板状薄片７の平面視に於ける最大長さ：幅長さは、例えば、１：１～１０：１で
ある。板状薄片７の平面視における最大長さは、板状薄片７をその一方面に対する垂線方
向から見て、最大幅となる箇所での長さをいう（図７に、符号Ｗ１で示す）。板状薄片７
の平面視における幅長さは、板状薄片７の面内で前記最大長さの箇所に対して直交する方
向における板状薄片の最大長さをいう（図７に、符号Ｗ２で示す）。
【００２４】
　板状薄片７は、少なくとも一方面に複数の凹凸が形成されている。従って、板状薄片７
は、例えば、図８（ｂ）及び図９（ｂ）に示すように、その一方面及び反対面の双方面に
複数の凹凸が形成されていてもよく、或いは、図８（ｃ）に示すように、その一方面のみ
に複数の凹凸が形成されていてもよい。
　凹凸は、相対的は概念であり、一方面に形成された凹部７２の底を基準面とした場合、
それよりも突出している箇所が凸部７１である。図８（ｂ）及び図９（ｂ）のように、双
方面に凹凸が形成されている場合において、一方面の凸部７１に対応して反対面において
凹部７４が形成され且つ一方面の凹部７２に対応して反対面において凸部７３が形成され
ていてもよく、或いは、特に図示しないが、一方面の凸部７１と反対面の凹部７４が対応
していなくてもよい。
【００２５】
　凸部７１の平面視形状は、特に限定されず、例えば、図８（ａ）に示すように、平面視
略円形状でもよく、図９（ａ）に示すように、平面視略矩形状でもよく、その他、図示し
ないが、所望の形状でもよい。なお、本明細書において、略円形状は、真円状の他、楕円
状及びオーバル状を含む意味であり、略矩形状は、長方形状及び正方形状の他、少なくと
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も１つの角が直角でない四角形を含む意味である。
　板状薄片７の複数の凸部７１は、規則的に配列されていてもよく、不規則に配列されて
いてもよいが、好ましくは、規則的に配列される。
　また、複数の板状薄片７は、その凸部７１の平面視形状が同じでもよいし、異なってい
てもよい。凸部７１の平面視形状が異なる複数の板状薄片７は、例えば、平面視略円形状
の凸部を有する板状薄片と、平面視略矩形状の凸部を有する板状薄片とが混在している場
合などが挙げられる。
【００２６】
　前記板状薄片７は、表面に凹凸が形成され且つその表面に剥離剤が塗布された支持板の
表面に、アルミニウムを蒸着し、そのアルミニウム蒸着膜を支持板の表面から剥離した後
、任意に粉砕することにより得ることができる。なお、得られたアルミニウム蒸着膜には
、前記支持板の表面の凹に対応する凸部と、支持板の表面の凸に対応する凹部が形成され
、そのアルミニウム蒸着膜を粉砕することにより、上記凸部７１及び凹部７２を有する板
状薄片７が得られる。
　前記アルミニウムに代えて、任意の金属又は半金属を用いることにより、アルミニウム
以外の金属又は半金属の蒸着膜を得ることができ、また、必要に応じて、酸素含有ガスな
どの反応ガスと共に前記金属などを蒸着することにより、金属又は半金属の酸化物などか
らなる蒸着膜を得ることができる。これを粉砕することにより、金属又は半金属の酸化物
や硫化物からなる板状薄片、アルミニウム以外の金属又は半金属からなる板状薄片を形成
できる。
【００２７】
　前記バインダー樹脂としては、特に限定されないが、例えば、アクリル樹脂、ウレタン
樹脂、ニトロセルロースやセルロース・アセテート・ブチレートなどのセルロース系樹脂
、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエステル樹脂などの熱可塑性樹脂などが挙げら
れる。バインダー樹脂は、１種単独で又は２種以上を併用できる。好ましくは、ウレタン
樹脂及びセルロース系樹脂の少なくとも何れであり、より好ましくは、ガラス転移温度が
０度以下のウレタン樹脂が用いられる。
　前記添加剤として、例えば、顔料などの着色剤、沈降防止剤、滑剤、分散安定剤、充填
剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、難燃剤などが挙げられる。
【００２８】
　前記板状薄片７の含有量は、特に限定されないが、余りに少ないとホログラム調の外観
を十分に有さないことから、装飾印刷層４の全体を１００質量％とした場合に、１質量％
以上が好ましく、３質量％以上がより好ましく、５質量％以上がさらに好ましい。
　また、前記板状薄片７の含有量の上限は、特に限定されず、装飾印刷層４の全体を１０
０質量％とした場合に、例えば、５０質量％である。もっとも、余りに多くの板状薄片７
を含有させると、装飾印刷層の光透過性が低下するので、上記光透過性を有する装飾印刷
層４を形成する場合には、板状薄片７の含有量は、装飾印刷層４の全体を１００質量％と
した場合に、例えば、３０質量％以下であり、好ましくは２０質量％以下である。
【００２９】
　前記装飾印刷層４の形成方法は、特に限定されず、装飾印刷層形成材料を、公知の印刷
法、塗工法などによって熱収縮性フィルム３に塗布し、固化させることによって形成でき
る。
　装飾印刷層形成材料は、前記板状薄片７、バインダー樹脂及び任意の添加剤を含み、必
要に応じてこれらを溶解させる溶剤を含んでいてもよい。装飾印刷層４はこのような形成
材料を塗布した後、乾燥固化して形成され得る。
　前記溶剤は、特に限定されず、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチルなどのエステル
類；メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノールなどのアルコール類
；アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類；トルエンなどの炭化水素類；これらの
混合溶媒などが挙げられる。
　所望の領域に容易に装飾印刷層４を形成できることから、装飾印刷層形成材料を公知の
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印刷法にて塗布し、装飾印刷層４を形成することが好ましい。
【００３０】
（デザイン印刷層）
　デザイン印刷層５は、商品名、絵柄、成分表示、注意書きなどの各種デザイン表示が表
された印刷層である。デザイン印刷層５は、従来公知の印刷インキを用いて形成できる。
なお、図２及び図３において、デザイン印刷層を、塗潰しを含んだ細斜線で示している。
デザイン印刷層５は、その全部又は一部が光透過性を有していてもよく、又は、全部が不
透明でもよい。なお、デザイン印刷層５の光透過性は、上記装飾印刷層４の光透過性と同
義である（上記装飾印刷層４の光透過性の欄の説明において、装飾印刷層４をデザイン印
刷層５に読み替えるものとする）。
【００３１】
　デザイン印刷層５は、デザイン表示を見せたい領域に設けられる。従って、デザイン印
刷層５は、熱収縮性フィルム３の所望の領域に設けられる。デザイン印刷層５は、熱収縮
性フィルム３の全体に設けられていてもよいが、上記装飾印刷層４と同様の理由から特定
領域内の全体又は一部分に設けられる。
　デザイン印刷層５は、熱収縮性フィルム３の裏面側に設けられていてもよく、熱収縮性
フィルム３の表面側に設けられていてもよい。デザインが傷付き難くなることから、デザ
イン印刷層５は、図２及び図３に示すように、熱収縮性フィルム３の裏面側に設けられて
いることが好ましい。
【００３２】
　デザイン印刷層５が裏面側に設けられる場合において、デザイン印刷層５は、図２及び
図３に示すように、（１）非装飾印刷部３９における熱収縮性フィルム３の裏面に接して
設けられていてもよく、或いは、（２）装飾印刷層４の裏面に接して設けられていてもよ
く、或いは、（３）熱収縮性フィルム３と装飾印刷層４の間に設けられていてもよい。デ
ザイン印刷層５は、前記（１）乃至（３）から選ばれる少なくとも１つの態様により、熱
収縮性フィルム３に設けられる
【００３３】
　前記（１）のデザイン印刷層５が非装飾印刷部３９における熱収縮性フィルム３の裏面
に接して設けられる場合、そのデザイン印刷層５の裏面側には、後述する背景印刷層６が
設けられていてもよく（図２参照）、或いは、背景印刷層が設けられていなくてもよい（
図示せず）。前記（１）の場合、非装飾印刷部３９においては通常のデザイン表示（通常
のデザイン表示は、ホログラム調の外観を伴わないデザイン表示。以下、同様）を視認で
きる。
【００３４】
　前記（２）のデザイン印刷層５が装飾印刷層４の裏面に接して設けられる場合にも、そ
のデザイン印刷層５の裏面側には、後述する背景印刷層６が設けられていてもよく（図２
参照）、或いは、背景印刷層が設けられていなくてもよい（図示せず）。デザイン表示が
綺麗に見るので、デザイン印刷層５の裏面側には背景印刷層６が設けられていることが好
ましい。
　ただし、（２）の態様の場合、デザイン表示を筒状ラベルの外側から視認するため、装
飾印刷層４は光透過性を有するものが用いられる。前記（２）の場合、筒状ラベルの外側
から見たときに、デザイン表示がホログラム調の外観を伴って視認される。前記（１）と
前記（２）の態様を併用することにより、通常のデザイン表示とホログラム調の外観を伴
ったデザイン表示を視認できる熱収縮性筒状ラベルを構成できる。かかる通常のデザイン
表示とホログラム調の外観を伴ったデザイン表示とを併有する熱収縮性筒状ラベルは、ホ
ログラム調の外観が際立つので好ましい。
【００３５】
　前記（３）のデザイン印刷層５が熱収縮性フィルム３と装飾印刷層４の間に設けられて
いる場合にも、そのデザイン印刷層５の裏面側には、後述する背景印刷層６が設けられて
いてもよく（図２参照）、或いは、背景印刷層が設けられていなくてもよい（図示せず）



(10) JP 2016-75748 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

。（３）の態様の場合であって、デザイン印刷層５が光透過性を有する場合、ホログラム
調の外観を伴ったデザイン表示を視認できる。もっとも、前記（２）と（３）の態様を比
べると、前記（２）の態様の方が、デザイン表示がより印象強いホログラム調に見えるよ
うになる。また、（３）の態様の場合であって、デザイン印刷層５が不透明である場合に
は、通常のデザイン表示を視認でき、そのデザイン表示の周辺がホログラム調に見えるよ
うになる。
　デザイン印刷層５の厚みは、特に限定されないが、例えば、０．１μｍ～５μｍ程度で
ある。
【００３６】
（背景印刷層）
　背景印刷層６は、無模様一色又は無模様多色の印刷層である。背景印刷層６は、不透明
であることが好ましい。なお、本明細書において、不透明とは、全く光を通さない場合の
他、その裏面側の表示又は色彩が若干透けて見える場合を含む意味である。
　この無模様一色の印刷層としては、例えば、白色着色剤を含む印刷層（通常、この印刷
層は白色を呈する）、銀色着色剤を含む印刷層（通常、銀色を呈する）、黒色着色剤を含
む印刷層、白色、銀色及び黒色以外の色彩の着色剤（例えば、赤色など。以下、特定色と
いう）を含む印刷層などが挙げられる。無模様多色の印刷層としては、例えば、無模様銀
色と無模様白色が塗り分けられ又は塗重ねられた印刷層、特定色と白色、銀色又は黒色と
が塗り分けられ又は塗重ねられた印刷層、特定色が２種以上塗り分けられ又は塗重ねられ
た印刷層、特定色が２種以上と白色、銀色及び黒色から選ばれる２種以上とが塗り分けら
れ又は塗重ねられた印刷層などが挙げられる。
【００３７】
　背景印刷層６は、好ましくは、装飾印刷層４の裏面に積層される。背景印刷層６は、装
飾印刷層４の裏面全体に重ねて設けられていてもよく、装飾印刷層４の裏面の一部分に設
けられていてもよい。好ましくは、背景印刷層６は、少なくとも装飾印刷層４の裏面全体
に重ねて設けられる。
【００３８】
　さらに、装飾印刷層４の裏面に背景印刷層６が設けられる場合、その背景印刷層６は、
デザイン印刷層５が設けられた領域及びデザイン印刷層５が設けられていない領域の何れ
か一方又は双方に設けられていてもよいが、少なくともデザイン印刷層５が設けられてい
ない領域において装飾印刷層４の裏面に背景印刷層６が設けられている領域を有する（装
飾印刷層４と背景印刷層６が重なる領域を有する）ことが好ましい。この重なる領域にお
いては、後述するように、装飾印刷層４に背景印刷層６が相乗して、優れたホログラム調
の外観を呈し、かかる効果をより顕著に奏することから、その背景印刷層６が白色着色剤
を含む印刷層であることがより好ましく、白色顔料を含む白色印刷層であることが特に好
ましい。
　また、背景印刷層６は、非装飾印刷部３９における熱収縮性フィルム３の裏面の全部又
は一部に対応して積層されていてもよい。非装飾印刷部３９に対応して背景印刷層６を設
ける場合、その非装飾印刷部３９における熱収縮性フィルム３の裏面の全部又は一部には
、上記デザイン印刷層５が設けられていることが好ましい。なお、前記非装飾印刷部３９
に対応するフィルムの裏面全部にデザイン印刷層５が設けられる場合には、そのデザイン
印刷層５の裏面に背景印刷層６が設けられ、裏面の一部にデザイン印刷層５が設けられる
場合には、そのデザイン印刷層５の裏面及びフィルムの裏面に背景印刷層６が設けられる
ことが好ましい。もっとも、デザイン印刷層が全く設けられていない非装飾印刷部のフィ
ルムの裏面に背景印刷層を設けてもよい（図示せず）。
【００３９】
　前記背景印刷層６は、例えば、白色顔料などの着色剤を含む着色インキをベタ状に又は
適宜な箇所にスポット的に塗布することにより形成できる。白色顔料としては、例えば、
酸化チタン、亜鉛華、炭酸カルシウム、クレー、アルミナホワイトなどを用いることがで
きるが、装飾印刷層４に背景印刷層６が相乗して特に優れたホログラム調の外観を呈する
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ことから、白色顔料は酸化チタンを含むことが好ましい。例えば、前記白色着色剤を含む
印刷層は、その印刷層全体を１００質量％とした場合に、酸化チタンを３０質量％～８０
質量％含んでいるものが好ましい。
　背景印刷層６の厚みは、特に限定されないが、例えば、１μｍ～５μｍ程度である。
【００４０】
（熱収縮性筒状ラベル）
　ラベル形成用基材２の第１側端部２１の表面及び第２側端部２２の裏面の少なくともい
ずれか一方に接着剤、粘着剤又は溶剤（以下、接着剤、粘着剤又は溶剤を「接着剤等」と
記す場合がある）を塗布し、ラベル形成用基材２を丸めて筒状にし、第１側端部２１の表
面に第２側端部２２の裏面に重ね合わせ、その重ね合わせ部分の全部又は一部を前記接着
剤等を介して接着してシール部を形成することにより、図４乃至図６に示すような熱収縮
性筒状ラベル１が得られる。なお、溶剤は、熱収縮性フィルム３が溶剤接着可能な材質の
場合に用いることができる。前記第１及び第２側端部２１，２２の重ね合わせ構成からな
るシール部の重ね合わせ面（第１側端部２１の表面及び第２側端部２２の裏面）は、何れ
もフィルム面であるため、強固に接着したシール部を構成できる。
　上記熱収縮性筒状ラベル１は、例えば、熱収縮性フィルム３を筒状に形成した筒状フィ
ルムの裏面に、順に、デザイン印刷層５、装飾印刷層４及び背景印刷層６が設けられてい
る領域を有する。
　本発明の熱収縮性筒状ラベル１は、様々な被着体に装着して使用される。被着体は、特
に限定されないが、代表的には、飲料、調味料、化粧品、シャンプーなどが収納された容
器である。特に、化粧品などの比較的高額な商品に、本発明の熱収縮性筒状ラベル１を装
着することにより、その高額な商品のイメージに合致し、商品価値を高めることができる
。容器の材質は、特に限定されず、代表的にはポリエチレンテレフタレート製容器などの
比較的薄肉の可撓性を有する合成樹脂製容器を例示できるが、ガラス製、金属製などであ
ってもよい。
　熱収縮性筒状ラベル１を被着体に被せた後、加熱することにより、熱収縮性筒状ラベル
１が熱収縮して被着体に装着される。
【００４１】
　図１０及び図１１は、容器に熱収縮性筒状ラベルが熱収縮装着されたラベル付き容器を
示している。
　図１０において、容器９は、下方から順に、胴部９１と、肩部９２と、蓋部９３と、を
有する。この胴部９１は、外周長が大きい２つの大径部９１１，９１１と、その２つの大
径部９１１，９１１の間に外周長が小さい小径部９１２と、を有する。また、肩部９２は
、上方に向かうに従って外周長が次第に小さくなるように形成されている。図１０の容器
９の胴部９１及び肩部９２の横断面形状は、略円形状であるが、その横断面形状が略矩形
状などでもよい。
　大径部９１１から小径部９１２の間における胴部９１の外形は、三次元曲面状を成して
おり、この部分は、三次元曲面部となっている。肩部９２の外形も三次元曲面状を成して
おり、この肩部９２も三次元曲面部となっている。
　図１０（ａ）のラベル付き容器１１において、熱収縮性筒状ラベル１は、大径部９１１
及び小径部９１２を含む胴部９１に熱収縮装着されている。従って、熱収縮性筒状ラベル
１の装飾印刷層４が設けられた領域が、容器９の三次元曲面部に密着して装着されている
。
　図１０（ｂ）のラベル付き容器１２において、熱収縮性筒状ラベル１は、大径部９１１
及び小径部９１２を含む胴部９１及び肩部９２に熱収縮装着されている。従って、熱収縮
性筒状ラベル１の装飾印刷層４が設けられた領域が、容器９の三次元曲面部に密着して装
着されている。
【００４２】
　図１１において、容器９は、下方から順に、胴部９１と、肩部９２と、蓋部９３と、を
有する。この胴部９１は、直胴状（直胴状は、上下方向において、その外周長が殆ど変わ
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り、肩部９２は、三次元曲面部となっている。図１１の容器９の胴部９１及び肩部９２の
横断面形状は、略円形状であるが、その横断面形状が略矩形状などでもよい。
　図１１（ａ）のラベル付き容器１３において、熱収縮性筒状ラベル１は、胴部９１及び
肩部９２に熱収縮装着されている。従って、熱収縮性筒状ラベル１の装飾印刷層４が設け
られた領域が、容器９の三次元曲面部に密着して装着されている。
　図１１（ｂ）のラベル付き容器１４において、熱収縮性筒状ラベル１は、胴部９１のみ
に熱収縮装着されている。従って、このラベル付き容器１４においては、熱収縮性筒状ラ
ベル１が容器９の三次元曲面部には装着されていない。
【００４３】
　本発明の熱収縮性筒状ラベル１は、その外側から装飾印刷層４を視認でき、虹色の如き
ホログラム調の外観を有する。特に、装飾印刷層４が光透過性を有し且つその装飾印刷層
４の裏面側に設けられた背景印刷層６が白色着色剤を含む印刷層である場合には、白色着
色剤が装飾印刷層４を透過した光をより多く反射するので、装飾印刷層４のホログラム調
外観に白色感が加わり、両層が重なっている範囲においては、優れたホログラム調の外観
を有する。このホログラム調の外観は、熱収縮性筒状ラベル１を熱収縮させる前及び熱収
縮させた後も同様に有する。本発明の熱収縮性筒状ラベル１が熱収縮させた後もホログラ
ム調の外観を有する理由は、明確ではないが、本発明者らは、熱や熱収縮性フィルムの収
縮応力によって板状薄片７の凹凸が消失し難いためと推定している。
　また、本発明のラベル付き容器１１乃至１４は、熱収縮性筒状ラベル１のホログラム調
の外観により、装飾性に優れている。特に、三次元曲面部を含んで熱収縮性筒状ラベル１
が装着されているラベル付き容器１１乃至１３は、装飾印刷層４の設けられた領域が三次
元曲面状を成し、見る角度によって色彩が大きく変化するホログラム調の外観を呈するの
で好ましい。
【符号の説明】
【００４４】
　１　熱収縮性筒状ラベル
　２　基材
　３　熱収縮性フィルム
　４　装飾印刷層
　５　デザイン印刷層
　６　背景印刷層（白色の印刷層）
　７　板状薄片
　９　容器
　１１，１２，１３，１４　ラベル付き容器
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