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(57)【要約】
　本発明は、継ぎ目領域に塗布される特別に配合されたコーティングを用いることによっ
て、再資源化中にラップアラウンドおよびスリーブラベル、特に収縮スリーブラベルを含
むラベルを容器から容易に分離することを可能とする方法を開示する。コーティングは、
ラベルの適切な結合、および収縮特性を確保し、高温腐食性洗浄工程、または溶剤洗浄工
程において継ぎ目の剥離を促進するように設計されている。方法は、浮上分離に依存せず
、したがって、それらの比重差に関係なく、どの容器／ラベル材料の組み合わせにも適用
することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラベル基材にコーティング組成物を塗布することを含む方法であって、
　ａ）前記ラベル基材がプラスチック製品に適用され、
　ｂ）前記コーティングが再資源化中の前記ラベルの取り外しを可能とする、
方法。
【請求項２】
　前記コーティング組成物が、
　ａ）約２５℃を越えるＴｇを有する少なくとも１種の第１の樹脂と、
　ｂ）高温腐食性浴または溶剤洗浄液中で加水分解性または溶解性の少なくとも１種の第
２の樹脂と、
を含み、
　前記第１および第２の樹脂が、同じであってもまたは異なっていてもよい、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記コーティングが、ポリエステル、ニトロセルロース、アクリル系樹脂、スチレン－
無水マレイン酸などのスチレン系コポリマーを含むスチレン系樹脂、シェラック、エポキ
シ、ポリウレタン、およびビニル樹脂からなる群から選択される約２５℃を越えるＴｇを
有する少なくとも１種の樹脂を含む、請求項２に記載のコーティング組成物。
【請求項４】
　１２以上のｐＨの水性媒体中で少なくとも部分的に溶解するかまたは加水分解される少
なくとも１種の第２の樹脂をさらに含む、請求項２または３のいずれか１項に記載のコー
ティング組成物。
【請求項５】
　ドライフィルムを基準にした前記コーティング組成物の酸価が、２０超である、請求項
４に記載のコーティング組成物。
【請求項６】
　前記第２の樹脂が、ポリヒドロキシカルボン酸、スルホポリエステル、アクリル系樹脂
、スルホンアミド官能基を含むポリマー、および約５０以上のヒドロキシル価を有するポ
リマー、からなる群から選択される、請求項２～５のいずれか１項に記載のコーティング
組成物。
【請求項７】
　請求項２～６のいずれか１項に記載のコーティング組成物でコートされたラベル基材。
【請求項８】
　ａ）前記コーティング組成物が、前記基材に継ぎ合わせ後、５Ｎ／インチまたは前記基
材の引張強度の内の小さい方である基材に対するコーティングの結合強度をもたらし、
　ｂ）前記コーティング組成物が、容器または製品の周りの熱収縮に適する結合をもたら
し、
　ｃ）高温腐食性環境中に置かれた場合、前記コーティング組成物が剥離される、
請求項７に記載の基材。
【請求項９】
　ａ）前記コーティング組成物が、前記基材に継ぎ合わせ後、５Ｎ／インチまたは前記基
材の引張強度の内の小さい方である基材に対するコーティングの結合強度をもたらし、
　ｂ）前記コーティング組成物が、容器または製品の周りの熱収縮に適する結合をもたら
し、
　ｃ）溶剤洗浄液中に置かれた場合、前記コーティング組成物が剥離される、
請求項７に記載の基材。
【請求項１０】
　前記コーティング組成物が、前記基材への継ぎ合わせ後、基材に対するコーティングの
９Ｎ／インチを超える結合強度をもたらす、請求項６～９のいずれか１項に記載の基材。
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【請求項１１】
　前記コーティング組成物が、前記基材への継ぎ合わせ後、基材に対するコーティングの
３０Ｎ／インチを超える結合強度をもたらす、請求項６～１０のいずれか１項に記載の基
材。
【請求項１２】
　前記コーティング組成物が、溶剤またはヒートシーリングプロセスにより前記基材と強
力な結合を形成する、請求項６～１１のいずれか１項に記載の基材。
【請求項１３】
　前記コーティング組成物が、それ自体で継ぎ合わせ材料として機能して、従来の継ぎ合
わせ溶剤を置き換える、請求項６～１１のいずれか１項に記載の基材。
【請求項１４】
　前記コーティング組成物で完全にコートされている、請求項６～１３のいずれか１項に
記載の基材。
【請求項１５】
　前記コーティング組成物で部分的にコートされている、請求項６～１３のいずれか１項
に記載の基材。
【請求項１６】
　前記基材の少なくとも７ｍｍのマージンの継ぎ合わせ領域が、前記コーティング組成物
でコートされる、請求項１５に記載の基材。
【請求項１７】
　ａ）約２５℃を超えるＴｇを有する少なくとも１種の樹脂を含むラベル基材と接触して
いる第１のコーティング層と、
　ｂ）前記第１のコーティング層上に塗布された第２のコーティング層と、
を含む、コーティング系。
【請求項１８】
　前記第１のコーティング層が、前記基材上に印刷されたインクとさらに接触している、
請求項１７に記載のコーティング系。
【請求項１９】
　前記第２のコーティング層が、前記基材上に印刷されたインクとさらに接触している、
請求項１７に記載のコーティング系。
【請求項２０】
　前記第１のコーティング層および前記第２のコーティング層の両方が、前記基材上に印
刷されたインクとさらに接触している、請求項１７に記載のコーティング系。
【請求項２１】
　前記コーティング系が、再資源化条件下で少なくとも部分的に加水分解性または溶解性
である、請求項１７～２０のいずれか１項に記載のコーティング系。
【請求項２２】
　ａ）前記コーティング系が、前記基材に継ぎ合わせ後、５Ｎ／インチまたは前記基材の
引張強度の内の小さい方である基材に対するコーティングの結合強度をもたらし、
　ｂ）前記コーティング系が、容器または製品の周りの熱収縮に適する結合をもたらし、
　ｃ）高温腐食性環境中に置かれた場合、前記コーティング系が剥離される、
請求項１７～２１のいずれか１項に記載のコーティング系。
【請求項２３】
　ａ）前記コーティング系が、前記基材に継ぎ合わせ後、５Ｎ／インチまたは前記基材の
引張強度の内の小さい方である基材に対するコーティングの結合強度をもたらし、
　ｂ）前記コーティング系が、容器または製品の周りの熱収縮に適する結合をもたらし、
　ｃ）溶剤洗浄液中に置かれた場合、前記コーティング系が剥離される、
請求項１７～２１のいずれか１項に記載のコーティング系。
【請求項２４】
　プラスチック容器用のラベルを作製する方法であって、前記ラベルを再資源化プロセス
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の高温腐食性洗浄工程中に前記容器から取り外すことができる方法。
【請求項２５】
　プラスチック容器用のラベルを作製する方法であって、前記ラベルを再資源化プロセス
の溶剤洗浄工程中に前記容器から取り外すことができる方法。
【請求項２６】
　請求項１～６および１７～２３のいずれか１項に記載のコーティング組成物が前記基材
に塗布される、請求項２４または２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ラベルが、前記容器からデシーミングにより取り外される、請求項２４～２６のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項２８】
　請求項７～２７のいずれか１項にしたがって塗布されたスリーブラベルで巻き付けられ
た製品。
【請求項２９】
　前記製品が高温腐食性洗浄液中に置かれると、前記ラベルが前記製品から分離する、請
求項２８に記載の製品。
【請求項３０】
　前記ラベルが、６５℃、５分未満で分離する、請求項２８または２９のいずれか１項に
記載の製品。
【請求項３１】
　前記ラベルが、６５℃、３．５分未満で分離する、請求項２８～３０のいずれか１項に
記載の製品。
【請求項３２】
　前記ラベルが、７５℃、２分未満で分離する、請求項２８または２９のいずれか１項に
記載の製品。
【請求項３３】
　前記ラベルが、８５℃、１分未満で分離する、請求項２８または２９のいずれか１項に
記載の製品。
【請求項３４】
　前記製品が腐食性洗浄液中に置かれると、前記ラベルが前記製品から分離する、請求項
２８に記載の製品。
【請求項３５】
　前記ラベルが、継ぎ合わされたプラスチック基材から成る、請求項２８～３４のいずれ
か１項に記載の製品。
【請求項３６】
　前記ラベルが収縮ラベルである、請求項３５に記載の製品。
【請求項３７】
　前記ラベルが全面包装ラベルである、請求項２８～３６のいずれか１項に記載の製品。
【請求項３８】
　前記ラベルが部分包装ラベルである、請求項２８～３６のいずれか１項に記載の製品。
【請求項３９】
　前記スリーブラベルが収縮包装ラベルである、請求項２８～３８のいずれか１項に記載
の製品。
【請求項４０】
　ホットメルト接着剤または水溶性接着剤組成物ではないコーティング組成物が、前記ス
リーブラベルに塗布される、請求項２８～３９のいずれか１項に記載の製品。
【請求項４１】
　前記コーティング組成物が、請求項２～６および１７～２３のいずれか１項に記載のコ
ーティング組成物を含む、請求項４０に記載の製品。
【請求項４２】
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　前記製品がプラスチック製品である、請求項２８～４１のいずれか１項に記載の製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１３年８月２１日に出願された米国仮出願番号第６１／８６８，２６１
号に対する優先権を主徴する。この仮出願は、これによりその全体が本明細書に組み込ま
れる。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、プラスチック容器の再資源化を容易にする材料およびプロセスの分野に関す
る。本発明は、プラスチック容器用のラップアラウンドおよびスリーブラベル、特に収縮
包装ラベルを含むラベルに塗布して、継ぎ目で良好な結合を促進すると共にその後の再資
源化を容易にするコーティングを提供する。本発明のコーティングは、ポリエチレンテレ
フタレート（ＰＥＴ）、グリコール変性ＰＥＴ（ＰＥＴ－Ｇ）、ポリオレフィン、環状ポ
リオレフィン（ＣＯＣ）ならびに配向ポリプロピレン（ＯＰＰ）、配向ポリスチレン（Ｏ
ＰＳ）およびポリエチレン（ＰＥ）などのアルファポリオレフィン、またはポリ塩化ビニ
ル（ＰＶＣ）を含むラベル上への使用に特に有用である。ラベル基材は、モノリシックま
たは多層であってよく、また、通常、共押出プロセスにより製造される１種または複数種
のポリマー層を含んでもよい。本発明の材料およびプロセスは、容器に適用されるラベル
の優れた密封性、収縮に対する耐性、および冷水に対する耐性の実現を可能とし、同時に
、効果的デシーミングおよび再資源化プロセス中のラベルの取り外しを可能とする。
【背景技術】
【０００３】
　プラスチック容器の再資源化は、この数年間で益々広がってきている。しかし、プラス
チック容器は再資源化が可能であっても、容器に適用される収縮包装ラベルを作製するた
めに使われる材料は再資源化可能でない場合が多い。したがって、プラスチック容器から
収縮包装ラベルを取り外すか、または容器材料からラベル材料を分離して、プラスチック
容器の再資源化を可能にする必要がある。ラベルが容器から容易に分離可能ではない場合
、分離されれば再資源化されたはずの多くの容器が再資源化されず、再資源化収率が低下
する。したがって、容易に分離可能なラベルを作製して再資源化の効率を高めることに対
するニーズが存在する。
【０００４】
　ブランドオーナーのプラスチックリサイクラー協会（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｒｅｃｙｃｌｅｒｓ）のガイドライン、およびＰＥＴ容器資源協会（
ＮＡＰＣＯＲ）の出版物は全て、再資源化システムにおける全面スリーブラベルにより引
き起こされる問題を指摘している。スリーブは、選別プロセス中に自動検出システムから
覆い隠す傾向がある。その結果、スリーブで覆われたボトルは最終的には透明なＰＥＴ容
器から分離され、廃棄されてしまう傾向があるので、ＰＥＴ再資源化設備の収率が低下し
てしまう。
【０００５】
　この選別に伴う問題を改善するために、再資源業者およびブランドオーナーは紙ラベル
、またはポリオレフィンなどの低密度熱可塑性材料で作られた部分スリーブを推奨する傾
向がある。しかし、このような材料は、ＰＥＴ－Ｇなどのより高密度基材の所望の収縮特
性または印刷適性を持たない。
【０００６】
　さらに、現状では、ラベルを継ぎ目で密閉して継ぎ目を強力に結合させることを確実に
する必要がある場合、収縮包装ラベルを適用する際に一定の制約がある。例えば、それら
を一緒に接着または溶剤接着する前に、収縮包装構造物のマージン部に印刷することを避
ける必要がある。加えて、それらを一緒に接着または溶剤接着する前に、収縮包装構造物
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のマージン部の継ぎ合わされる領域を掃除するか、または拭く必要がある。
【０００７】
　収縮スリーブのＰＥＴ容器からの分離は、通常、ＰＥＴ再資源化プロセス全体の一部と
して沈降／浮上タンク中で行われ、このプロセスは多量のＰＥＴ容器から出発して、容器
製造用に再資源化される透明な再生ＰＥＴ（Ｒ－ＰＥＴ）フレークで終わる。Ｅｘｘｏｎ
、Ｔｏｐｐａｓ、およびＣｒｙｏｖａｃを含むいくつかのフィルム／樹脂供給業者、また
はＦｕｊｉｓｅａｌなどの加工業者は、低密度フィルムまたは低密度の共押出フィルム構
造物（１．０未満、または少なくとも１．０５未満）を導入し、収縮スリーブ分離問題に
対処している。このようなフィルムは、通常、ポリオレフィンなどの低密度コアを中心に
形成されたポリマー、または微細空孔形成／空洞形成ポリマーを含む単層または多層構造
をベースにしており、任意選択で、ＰＥＴ－Ｇ皮膜が巻き付けられてもよく、必要に応じ
、コアとＰＥＴ－Ｇとの間に結合層が巻き付けられてもよい。フィルム全体の密度は、沈
降／浮上タンク中で浮上可能になるように設計される。しかし、印刷する前の密度が充分
低くないと、印刷されたスリーブの密度が高くなりすぎ、それにより、再資源化される標
準的ＰＥＴから分離できなくなる可能性がある。
【０００８】
　ＰＥＴ－Ｇは収縮包装ラベル用としては好ましい材料である。しかし、ＰＥＴ－Ｇはよ
り高い密度（約１．３）であり、沈降／浮上タンク中での分離を妨害する。押出フィルム
中に気孔が形成されると、ＰＥＴ－Ｇの密度を下げることができる。コーティング中への
発泡剤の導入により、各種手段を使って発泡剤を活性化させた後で全ラベル構造体の密度
を大きく低下させることができ、適切な液体中での浮上により容器から分離することがで
きるという利点が生ずる。原理的には、この方式は、ラベル全体、およびラベルと容器の
粉砕混合物の両方に対し有効に機能すると思われる。コーティングは２つの理由からイン
クより利点があると思われる。第１に、ラベル全体のコーティングは、発泡剤がラベル全
体に均一に分布すると思われるので、いずれか１つの領域がより高濃度の発泡剤を有する
ことはないことを意味する。逆に、発泡剤が選択領域中のみに印刷されたインク中に取り
込まれる場合は、これらの領域はより高濃度の発泡剤を含むことになる。コーティング中
の発泡剤はより均一に分配されるので、このことは、より小さい粒径および／またはより
小さいコート重量の発泡剤を使用することができ、それでも、所望のレベルの密度低下を
達成することができることを意味する。さらには、このことは、収縮ラベル構造体の全体
で高水準の透過性、光沢、および滑らかさを維持することができることを意味する。
【０００９】
　第２に、ラベル全体の均一な１００％のコーティングは、広範囲の塗布範囲パーセンテ
ージで印刷することが可能なインクに比べて、異なるラベル設計の間で一貫した密度低減
が行われるであろう。これにより、再資源化プロセスが単純化され、標準化される。
【００１０】
　さらに、微細空孔形成または空洞形成フィルムは不透明な白色であるが、発泡性コーテ
ィング手法は、透過性または半透明性を与えることができる。熱、ｐＨ変化、光子放射線
および／または熱エネルギーへの曝露時にガスを生成する発泡剤は、当業者に既知のいず
れのタイプを含んでもよい（例えば、http://en.wikipedia.org/wiki/Blowing_agentおよ
びhttp://www.eiwa-chem.co.jp/en/product/types.htmlを参照されたい）。また、発泡剤
には、金属炭酸塩および重炭酸塩、アジ化物、アゾジカルボンアミド、およびジアゾニウ
ム塩を含めてもよい。
【００１１】
　さらに、インクが所望の部位から、印刷物の好ましくない位置に、あるいは印刷物を持
つ人の身体の一部上に裏抜けする（後者の場合、汗または唾液などの体液により促進され
ることがある）場合があることは当業者には公知である。適切なコーティングにより裏抜
けの問題を改善することができる。
【００１２】
　ガスバリアコーティングもまた有利なことがある。ガスバリアコーティングは、当技術
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分野において既知である。しかし、「デシーミング可能な」コーティングとして機能して
再資源化を改善する能力と組み合わされた既知のガスバリアコーティングは存在しない。
【００１３】
　したがって、印刷可能材料を中心に構成されたＰＥＴ再資源化プロセスにおける収縮ス
リーブ問題に対処する実用的なまたは経済的な解は現状では存在しない。製造者は、ＰＥ
Ｔ－Ｇより低い密度のあまり好ましくない基材を使うか、またはより複雑で、おそらくよ
り高価な浮上性フィルム構造物に移行する必要がある。したがって、継ぎ目で良好な結合
強度を有するが、それでも再資源化プロセス中にプラスチック容器から容易に分離可能で
あるラベル得る方法を提供する必要性が存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、容器用の、ラップアラウンドおよびスリーブラベル、特に収縮包装ラベルを
含むラベル用の新規コーティングを提供する。本明細書で使用する場合、用語の「コーテ
ィング」、「コーティング（単一または複数）」、「本発明のコーティング」または「本
発明のコーティング（単一または複数）」は、種々の手段で基材上に堆積させることがで
きる液体組成物を意味し、これらの手段には、限定されないが、印刷（限定されないが、
例えば、アナログまたはデジタル、インクジェット、オフセット、フレキソ、リソグラフ
、グラビア、スクリーン印刷）、ロールコーティング、スプレーコーティング、ダイコー
ティング、収縮スリーブフィルムのインライン継ぎ合わせのために最近行われているニー
ドルまたはウイック（ｗｉｃｋ）堆積などの液体投与システムの使用、などが含まれる。
本発明のコーティングの塗布および使用のための方法およびプロセスもまた提供される。
本発明のコーティングは、継ぎ目での良好な結合を促進し、その後の容器の再資源化のた
めの取り外しを容易にする。本発明のコーティングは、プラスチック容器に適用されるラ
ップアラウンドおよびスリーブラベル、特に収縮包装ラベルを含むラベルのコーティング
に有用である。本発明のコーティングは、ＰＥＴ、ＰＥＴ－Ｇ、ポリオレフィン、環状ポ
リオレフィン（ＣＯＣ）ならびにＯＰＰ、およびポリエチレン（ＰＥ）、ＯＰＳなどのア
ルファポリオレフィンまたはＰＶＣを含むラベル上への使用に特に有用である。本発明の
コーティングは、容器に適用されるラベルの優れた密封性、収縮に対する耐性、および冷
水に対する耐性の実現を可能とし、同時に、効果的デシーミングおよび再資源化プロセス
中のラベルの取り外しを可能とする。
【００１５】
　一態様では、本発明は、ラベル基材にコーティング組成物を塗布することを含む方法を
提供し、
　ａ）ラベル基材がプラスチック製品に適用され、
　ｂ）コーティングが再資源化中のスリーブラベルの取り外しを可能とする。
【００１６】
　一態様では、本発明は、デシーミング可能なラベルを生成する新規コーティング組成物
を提供し、
　ａ）コーティングは、基材への継ぎ合わせ後に、基材に対するコーティングの５Ｎ／イ
ンチを超える結合強度、または基材の引張強度を超える結合強度をもたらし、
　ｂ）コーティングは、容器または製品の周りの熱収縮に適する結合をもたらし、
　ｃ）高温腐食性環境中に置かれた場合、コーティングは剥離される。
【００１７】
　特定の実施形態では、コーティング組成物は、基材への継ぎ合わせ後、基材に対するコ
ーティングの９Ｎ／インチを超える結合強度をもたらす。
【００１８】
　別の実施形態では、コーティング組成物は、基材への継ぎ合わせ後、基材に対するコー
ティングの３０Ｎ／インチを超える結合強度をもたらす。
【００１９】
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　一態様では、本発明は、上述の新規コーティング組成物を提供し、該組成物は、
　ａ）約２５℃を越える、好ましくは約５０℃を越えるＴｇを有する少なくとも１種の第
１の樹脂と、
　ｂ）再資源化条件下で加水分解性または溶解性の少なくとも１種の第２の樹脂と、
を含み、
第１および第２の樹脂は、同じであってもまたは異なっていてもよい。
【００２０】
　一実施形態では、コーティングは、溶剤またはヒートシーリングプロセスにより基材と
強力な結合を形成する。
【００２１】
　一実施形態では、コーティングそれ自体が継ぎ合わせ材料として機能し、それにより、
追加の溶剤またはヒートシーリングプロセスは必要ではなくなり、従来の継ぎ合わせ溶剤
に置き換わる。
【００２２】
　別の実施形態では、コーティング組成物は、ポリエステル、ニトロセルロース、アクリ
ル系樹脂、スチレン系樹脂、シェラック、およびポリウレタン、からなる群から選択され
る約２５℃を越える、好ましくは５０℃を越えるＴｇを有する少なくとも１種の樹脂を含
む。
【００２３】
　特定の実施形態では、コーティング組成物は、１２以上のｐＨの水性媒体中で少なくと
も部分的に溶解するかまたは加水分解される少なくとも１種の第２の樹脂をさらに含む。
【００２４】
　別の実施形態では、第２の樹脂は、ポリヒドロキシカルボン酸、スルホポリエステル、
アクリル系樹脂、スルホンアミド官能基を含むポリマー、および約５０以上のヒドロキシ
ル価を有するポリマー、からなる群から選択される。
【００２５】
　一実施形態では、ドライフィルムを基準にしたコーティング組成物の酸価は、２０超で
ある。
【００２６】
　特定の態様では、本発明は、本発明のコーティングでコートされた収縮スリーブラベル
フィルム基材を提供する。
【００２７】
　一実施形態では、収縮スリーブラベルフィルム基材全体は、コーティングでコートされ
る。
【００２８】
　別の実施形態では、基材はコーティング組成物で部分的にコートされる。
【００２９】
　別の実施形態では、コーティングは、継ぎ目領域で部分的な塗布範囲を形成するパター
ンとして基材に塗布される。
【００３０】
　特定の実施形態では、収縮スリーブラベル基材は、少なくとも、継ぎ合わせ領域におい
て本発明のコーティングでコートされる。
【００３１】
　特定の実施形態では、本発明は、少なくとも継ぎ合わせ領域で本発明のコーティングの
２つの外層でコートされた収縮スリーブラベル基材を提供し、この組み合わせは、再資源
化条件下で少なくとも部分的に加水分解性または溶解性であるコーティング系であり、
　ａ）約２５℃を越える、好ましくは約５０℃を越えるＴｇを有する少なくとも１種の樹
脂を含むスリーブフィルム基材と接触している第１のコーティング層と、
　ｂ）第１のコーティング層上に塗布された第２のコーティング層と、を含む。
【００３２】
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　一実施形態では、第１のコーティング層は、基材上に印刷されたインクとさらに接触し
ている。
【００３３】
　一実施形態では、第２のコーティング層は、基材上に印刷されたインクとさらに接触し
ている。
【００３４】
　別の実施形態では、第１のコーティング層および第２のコーティング層の両方は、基材
上に印刷されたインクとさらに接触している。
【００３５】
　一実施形態では、２つのコーティング層は、再資源化条件下で少なくとも部分的に加水
分解性または溶解性であるコーティング系を提供する。
【００３６】
　特定の態様では、本発明は、上述のスリーブラベルを含む製品を提供する。
【００３７】
　一態様では、本発明は、再資源化プロセスの高温腐食性洗浄工程中に容器から取り外す
ことができるプラスチック容器のラベリング用のスリーブの新規作製方法を提供する。
【００３８】
　別の態様では、本発明は、再資源化プロセスの溶剤洗浄工程中に容器からから取り外す
ことができるプラスチック容器のラベリング用スリーブの新規作製方法を提供する。
【００３９】
　一態様では、再資源化プロセスの高温腐食性洗浄工程または溶剤洗浄工程中に容器から
取り外すことができるプラスチック容器のラベリング用スリーブを作製する方法は、スリ
ーブラベル基材に本発明のコーティングを塗布することを含む。
【００４０】
　特定の実施形態では、スリーブはデシーミングにより容器から取り外される。
【００４１】
　一態様では、本発明は、上述のように塗布されたスリーブラベルを巻き付けた製品を提
供する。
【００４２】
　一実施形態では、製品が高温腐食性洗浄液中に置かれると、ラベルは製品から分離する
。
【００４３】
　別の実施形態では、ラベルは、継ぎ合わされた基材から成る。
【００４４】
　別の実施形態では、継ぎ合わされた基材は、プラスチック基材である。
【００４５】
　特定の実施形態では、ラベルは６５℃、５分未満で分離する。
【００４６】
　別の実施形態では、ラベルは６５℃、３．５分未満で分離する。
【００４７】
　別の実施形態では、ラベルは７５℃、２分未満で分離する。
【００４８】
　別の実施形態では、ラベルは８５℃、１分未満で分離する。
【００４９】
　特定の実施形態では、本発明のコーティングが塗布されているスリーブラベルは、溶剤
でデシーミングすることができる。適切な溶剤としては、酢酸メチル、酢酸エチル、など
の酢酸塩が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５０】
　一実施形態では、ラベルは、全面包装ラベルである。
【００５１】



(10) JP 2016-530564 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

　別の実施形態では、ラベルは、部分包装ラベルである。
【００５２】
　特定の実施形態では、ラベルは、収縮包装ラベルである。
【００５３】
　特定の実施形態では、ホットメルト接着剤または水溶性接着剤組成物ではないコーティ
ング組成物が、ラベルに塗布される。
【００５４】
　特定の実施形態では、コーティング組成物は、上記コーティング組成物を含む。
【００５５】
　一実施形態では、製品はプラスチック製品である。
【００５６】
　特定の実施形態では、本発明のコーティングは、より多い含量の固形物を有するように
調節して、容器上に直接に配置され継ぎ合わされるインラインラップアラウンドラベルの
継ぎ合わせに適するコーティングを提供することができる。いくつかの実施形態では、ラ
ベルフィルムは、本発明のコーティングで標的領域中がコートされ、容器の周りに巻き付
けられ、容器上にヒートシールされる。このようにして適用されたラベルは、容器が高温
腐食性浴中に置かれると、容器からデシーミングされる。ラベルを容器上に直接継ぎ合わ
せることにより、追加の収縮工程が必要でなくなるであろう。ホットメルト接着剤で継ぎ
合わされたラベルで取り付けられた容器と比較して、これらの実施形態の容器は、より高
い耐熱性を有するはずであり、容器の高温充填には有利である。水系接着剤で継ぎ合わさ
れたラップアラウンドラベル容器に比べて、これらの実施形態により継ぎ合わされた容器
は、ウオーターバス（飲料容器が長時間冷水中に浸漬される場合などの）に対する耐性が
改善されるであろう。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　本発明は、容器用の、ラップアラウンドおよびスリーブラベル、特に収縮包装ラベルを
含むラベル用の新規コーティングを提供する。本発明のコーティングは、継ぎ目での良好
な結合を促進し、その後の容器の再資源化のための取り外しを容易にする。本発明のコー
ティングは、プラスチック容器に適用されるラップアラウンドおよびスリーブラベル、特
に収縮包装ラベルを含むラベルのコーティングに有用である。本発明のコーティングは、
ＰＥＴ、ＰＥＴ－Ｇ、ポリオレフィン、環状ポリオレフィン（ＣＯＣ）ならびにＯＰＰ、
およびポリエチレン（ＰＥ）、ＯＰＳなどのアルファポリオレフィンまたはＰＶＣを含む
ラベル上への使用に特に有用である。本発明のコーティングは、容器に適用されるラベル
に優れた密封性、収縮に対する耐性、および冷水に対する耐性の実現を可能とし、同時に
、効果的デシーミングおよび再資源化プロセス中のラベルの取り外しを可能とする。
【００５８】
　本発明は、特殊なマニュアルによるまたは機械的な取り外し設備を必要とせずに、再資
源化中にＰＥＴボトルなどの容器からスリーブラベルを容易に分離する方法を提供し、同
時に、スリーブ内で十分な結合特性を維持してそのスリーブが通常のスリーブとしての役
割を果たすのを可能とする。さらに、本発明のコーティングおよび方法は、基材に制約を
課さない。すなわち、本発明のコーティングおよび方法は、ポリオレフィンまたはＰＥＴ
－Ｇなどの低または高密度基材に対応する。さらに、本発明のコーティングは、インク層
を保護するのを支援し、再資源化で使われる水／腐蝕液中へのインクの浸出を最小化する
かまたは解消することができる。
【００５９】
　本発明の別の利点は、現在実行されて良好な結合が得られているものとは対照的に、こ
れにより、継ぎ合わせ領域を含むグラフィックスでスリーブを印刷することができるとい
うことである。産業界で現在使われている方法を使った場合の、グラフィックスに関して
印刷されていない継ぎ目の正確な位置決めは、ラベル加工業者にとって印刷から分割およ
び切断までの追加の課題を作り出す。本発明のコーティングは、たとえ継ぎ目に印刷があ
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る場合でも、コーティングと基材（ＰＥＴ－Ｇなど）との間の良好な結合を与えるように
設計されている。
【００６０】
　本発明は、ラップアラウンドおよびスリーブラベル、特に収縮スリーブラベルを含むラ
ベルと共に使用するための新規コーティング組成物に関し、これらのラベルは、再資源化
中、特に高温腐食性洗浄工程、または溶剤洗浄工程中に、容器からラベルの容易な分離を
可能にするであろう。容器からラベルを分離する方法は、継ぎ目領域に、結合可能で、腐
食液によるデシーミング可能な本発明のコーティング層を塗布することを含む。
【００６１】
　先行技術は、スリーブラベルは、良好な溶剤結合性を確保するために継ぎ目領域にイン
クまたはコーティングが残らないように印刷する必要があることを教示しているが、本発
明のコーティングは、溶剤により継ぎ合わされたスリーブに対して良好な結合強度を与え
るように開発された。特定の実施形態では、本発明のコーティングは、それ自体が継ぎ合
わせ材料として機能して、別の継ぎ合わせ溶剤を塗布する追加の工程の必要性を省き、従
来の継ぎ合わせ溶剤を置き換えて、スリーブラベルの継ぎ目を形成するように開発された
。
【００６２】
　良好な結合は、継ぎ目方向に対し垂直に引っ張り、継ぎ目を分離するのに必要な力を求
めることにより測定された結合強度値により定義される。収縮スリーブラベルの典型的な
溶剤結合は、９．８Ｎ／インチ～３４Ｎ／インチの結合強度である（例えば、米国特許出
願公開第２００８／０１９７５４０号を参照）。継ぎ合わされた試料は、３／１６インチ
～１インチ幅のストリップに切り出して、両端をクランプで保持する。インストロン張力
計を使って、１５ｃｍ／分の引張速度で結合を破壊するのに必要な力を測定する。結果は
ＮまたはＮ／インチで表される。本発明の場合には、「良好な」結合は、室温で測定して
、５Ｎ／インチより大きい結合強度値、または好ましくは９Ｎ／インチより大きい結合強
度値、またはより好ましくは３０Ｎ／インチより大きい強度値として定義することができ
る。
【００６３】
　本発明の適切な組成物は、所望のラベル基材上にコーティング層を形成し、溶剤または
熱継ぎ合わせプロセスにより良好な結合強度を与えて、または１工程でコーティングおよ
び継ぎ合わせ材料として機能し（継ぎ合わせ溶剤を塗布する追加の工程の必要なく）、従
来の継ぎ合わせ溶剤を置き換えて、スリーブを形成する。本発明のコーティングは、熱収
縮プロセスに耐え、それにより、ラベルが収縮して容器の周りにぴったりと適合して、十
分な強度を有する継ぎ目を与えて容器の周りにラベルを保持する。熱収縮中、熱は、蒸気
トンネル、ＩＲトンネル、対流トンネルにより、または熱い空気への直接暴露により加え
ることができる。典型的な温度および滞留時間は、材料、容器形状、所望の収縮率、およ
び熱を与えるために使われる技術に依存する。例えば、ＰＥＴ－Ｇスリーブに使われる蒸
気トンネルは、７０℃～９５℃に達し、典型的な滞留時間は５～８秒であり、これで７５
％の収縮率を得るためには充分である。ＰＥＴ－Ｇスリーブでは、収縮後に８５℃で１５
秒の水中への浸漬も行われる。本発明のコーティングは、冷水にも耐性がある。
【００６４】
　本発明のコーティングは、再資源化プロセスの一部である容器全体洗浄工程中に使われ
るものなどの、高温腐食性環境中に置かれると、デシーミングされる。洗浄工程は、通常
、２％～３％のＮａＯＨを使って、８５℃～９０℃で行われる。
【００６５】
　特定の実施形態では、本発明のコーティングは、溶剤洗浄液中に置かれると、デシーミ
ングされる。
【００６６】
　継ぎ合わせおよび成形試験に使われるスリーブを、産業界の収縮ラベルに関する慣例に
従った大きさに作製した。溶剤継ぎ合わせ用の典型的なスリーブは、継ぎ合わせ領域とオ
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ーバーラップを考慮に入れ、容器の最大周囲長プラス７ｍｍに等しい全体長さに切断され
るであろう。７ｍｍのマージン部は、通常、良好な継ぎ目に充分な幅の領域を与え、かつ
、最大周囲長で容器の周りの滑合も与えて、熱収縮プロセス中に所定位置でスリーブを保
持する。多少の追加の収縮を誘導する可能性のある熱プロセス（コーティングの乾燥など
）による収縮を勘案して、追加のマージン部を加えてもよい。容器の周りにより大きなス
リーブを使って、収縮後のより緩い適合などの所望の効果を得ることができる。
【００６７】
　一実施形態では、本発明のコーティングは、約２５℃を越える、好ましくは約５０℃を
越える、より好ましくは約６５℃を越える、最も好ましくは約８０℃を越えるＴｇを有す
る少なくとも１種の樹脂と、高温腐食性溶液中で加水分解性または可溶性である１種の樹
脂とを含む。第１および第２の樹脂は、同じであってもまたは同じでなくてもよい。加水
分解性または可溶性樹脂には、４以上の（好ましくは１５以上の、より好ましくは２５以
上の）酸価の樹脂、５より大きいヒドロキシル価の樹脂、およびポリ乳酸などの高温腐食
性環境中で分解する樹脂が含まれる。コーティングは溶剤系または水系でよく、または水
／アルコール組成物などの水／溶剤混合物を使ってもよい。適切な樹脂の例には、実施例
で特定されるように、特定のポリエステル、ポリウレタン、さらにはポリビニルアルコー
ルおよびこれらのブレンドが挙げられる。
【００６８】
　別の実施形態では、デシーミングコーティングは、約２５℃を越える、好ましくは約５
０℃を越える、より好ましくは約６５℃を越える、最も好ましくは約８０℃を越えるＴｇ
を有する樹脂を含むポリエステル樹脂と、高酸性基官能価を有する約３５℃未満のＴｇを
有する樹脂とのブレンドである。さらに別の実施形態では、デシーミングコーティングは
、高温腐食性環境中で分解するポリ乳酸などのポリマーをさらに含む。
【００６９】
　デシーミングコーティングは、通常、スリーブラベル基材の裏面（印刷中および取り扱
い中のダストの蓄積を防ぐために帯電防止コーティングで前処理されてもよい）上に塗布
される。通常、スリーブ基材が不透明である場合（この場合は、インクは表面に印刷され
る）を除き、インクも裏側面上に塗布される。コーティングは、継ぎ合わせ領域の少なく
とも一部上に塗布される。それらはスリーブ全体に塗布してもよく、または部分的な塗布
範囲のみであってもよい。それらは均一なコーティングとして、または継ぎ合わせ、収縮
およびデシーミング特性の適切なバランスを得るように設計されたハーフトーンのパター
ンの形として塗布することができる。それらをインクとオーバーラップをさせてもよい。
一実施形態では、インクをスリーブの縁部に印刷し、継ぎ合わせ領域中をコーティングで
重ね刷りして、なおも適切な継ぎ合わせ、収縮およびデシーミング性を可能にすることが
できる。
【００７０】
　コーティングは、グラビアまたはフレキソ印刷などの印刷プロセスを介して塗布するの
が好ましいが、コーティング組成物を特定の技術で適切な堆積を行うのに必要なレオロジ
ー特性に調節することにより、ロール、スプレー、ダイコーティング、ニードルもしくは
ウイッキング（ｗｉｃｋｉｎｇ）による塗布、またはスクリーン印刷、などのその他の堆
積方法も可能である。
【００７１】
　コーティング量は、使われる堆積技術に依存するが、一般には、乾燥重量で０．５～１
０ｇ／ｍ２、より好ましくは１～６ｇ／ｍ２、さらにより好ましくは１．５～４ｇ／ｍ２

であろう。
【００７２】
　コーティング組成物は、染料、顔料、タガント、またはフルオロフォアなどの着色剤を
任意に含めて、堆積を可視化するか、またはラベル上に特殊デシーミングコーティングが
存在することを最終ユーザーに警告する手段を与えてもよい。
【００７３】
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　スリーブの良好な取り扱いおよび容器上への容易な取り付けを確保するために、コーテ
ィングは、通常、０．３またはそれ未満、好ましくは０．１０～０．４０、より好ましく
は０．１５～０．３５の摩擦係数を有する。
【００７４】
　所望の印刷、継ぎ合わせ、収縮およびデシーミング特性を得るために、１種または複数
種のコーティング層を使用してもよい。一実施形態では、高温腐食性環境中で、加水分解
性、分解性または可溶性の第１のコーティング層を塗布し、スリーブの良好な継ぎ合わせ
特性を確保するように設計された第２のコーティング層で重ね刷りする。あるいは、コー
ティング層を逆にしてもよく、この場合、第１のコーティング層はスリーブの良好な継ぎ
合わせ特性を確保するように設計され、第２のコーティング層は高温腐食性環境中で、加
水分解性、分解性または可溶性である。２種のコーティング層の塗布後、スリーブの継ぎ
目を溶剤またはヒートシーリングプロセスにより結合することができ、またはコーティン
グ層／系を継ぎ合わせ材料としてさらに機能させて、従来の継ぎ合わせ溶剤を置き換える
ことができる。
【００７５】
　実施例中に示されているように、本発明の方法は、ＰＥＴ－Ｇスリーブだけでなく、Ｏ
ＰＰ、ＰＶＣ、またはＯＰＳなどのその他の基材にもモノリシック基材または多層構造物
として適用され、それらは、均質な組成であるか、または異なる組成（例えば、ＰＥＴＧ
／ＯＰＳ／ＰＥＴＧまたはＰＥＴＧ／ＯＰＰ／ＰＥＴＧベース構造物またはさらに結合層
を含む類似の共押出構造物）の層を含む。
【００７６】
　一実施形態では、デシーミングコーティングは、１種または複数種の再生可能な樹脂を
含む。このような樹脂の非限定的例には、ポリ乳酸および／またはコーティンググレード
の再資源化ポリエステル、例えば、ＪＤ２－２５が含まれる。
実施例
【００７７】
　表１および２には、実施例１～５で使用された材料の基本特性および供給元をまとめて
いる。ポリマーが既に溶液形態で供給されている場合には、樹脂または樹脂ワニスに溶剤
を加えることにより、コーティング溶液を配合した。試験を行うために、全ての試料を、
約２０℃のブルックフィールドスピンドル粘度計により測定して、約５０ｃｐｓの粘度ま
で下げた。ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、およびニトロセルロースの粘度を酢酸
エチルの添加により調節した。シェラック樹脂およびポリビニルアルコール（Ａｑｕａｓ
ｅａｌ　Ｘ２２８１）の粘度をエタノールの添加により調節した。実施例１～５の継ぎ目
を、従来の溶剤またはヒートシーリングプロセスにより形成した。
【００７８】



(14) JP 2016-530564 A 2016.9.29

10

20

30

【表１】

【００７９】
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【表２】

【００８０】
　他に指定されない限り、Ｋ－Ｃｏａｔｅｒ（ＲＫ　Ｐｒｉｎｔｃｏａｔ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ．，Ｒｏｙｓｔｏｎ－英国）を使ってＮｏ．２Ｋバーで基材の裏面（
印刷面）側にコーティングを行った。
【００８１】
　その後、コート側が非コート側（基材の前側）と向き合うように、溶剤でフィルムを継
ぎ合わせた。好適な溶剤には、限定されないが、Ｎｅｗａｒｋ，ＮＪ，ＵＳＡのＦｌｅｘ
ｃｒａｆｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．により販売されているもの、例えば、Ｆｌ
ｅｘｃｒａｆｔ　１２－１０３ＯＢの名称の主成分としてテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）
を含む溶剤ブレンドが含まれる。継ぎ合わせ溶剤組成物は、蒸発速度、引火点、安定性お
よび毒性の観点から産業上の適用要件に適合すると同時に、与えられた特定の基剤に対し
最良の継ぎ目強度を与えるように最適化することができる。ＰＥＴ－Ｇで構成される継ぎ
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縮包装基材と共に都合よく採用することができる。
【００８２】
　Ｒｙｂａｃｋ　＆　Ｒｙｂａｃｋ（Ｍｏｎｒｏｅ，ＮＣ，ＵＳＡ）製のマニュアル継ぎ
合わせ機械と組み合わせて、ソルベントペン（フェルトペン）を使って溶剤を塗布した。
これにより、スリーブラベルを形成した後、空のボトルの周りに配置し、ホットエアガン
、熱水（９５℃）浴中への浸漬、またはスチームポットの使用により、技術に応じて５～
１０秒間生成された熱で収縮させた。スリーブは、通常、一晩静置させて、収縮試験の前
に溶剤が完全に蒸発したことを確かなものにした。
【００８３】
　上記試験用として使用されたＰＥＴボトル容器は、約２．８インチの外径と約９インチ
の円周であった。スリーブラベル上の継ぎ目領域は、６インチの長さであり、スリーブは
、継ぎ目領域およびインクの重なり用に約７ｍｍを残して約９．２５インチの継ぎ合わせ
後スリーブ周囲長を有するボトルの周りで滑合を与えるように継ぎ合わされた。
【００８４】
　次に、収縮後にラベルをチェックして、継ぎ目が完全なままであるか（すなわち、検査
に合格）または離れている（失敗）かどうかを調べた。その後、合格した継ぎ合わせ済み
ボトルを８５℃の純粋な熱水中に１５秒間入れて、蒸気トンネル中での起こり得るシール
部の露出過多に対する感受性を評価した。
【００８５】
　最終的に、全てのその他の試験に合格したスリーブで覆ったボトルを２％ＮａＯＨ水溶
液を含む８５℃のウオーターバス中に入れて、再資源化「ボトル洗浄」条件をシミュレー
トし、時間を計測して、継ぎ目が離れるまでに要する時間を求めた。
【００８６】
　１インチ幅の試料を使って、フィルムのコート側と非コート側との間の溶剤継ぎ目を作
ることにより、継ぎ合わされた領域の収縮方向の結合強度を測定した。その後、印刷物の
両端をインストロン張力計（インストロン（Ｎｏｒｗｏｏｄ，ＭＡ－ＵＳＡ）製：モデル
番号３３４２）中に配置し、継ぎ目方向に垂直の方向に１５ｃｍ／分の速度で引っ張った
。
【００８７】
　実施例１：
　異なる樹脂組成物およびそれらのブレンドをベースにしたコーティングを、新しくコロ
ナ処理した収縮グレードＰＥＴ－Ｇフィルム基材（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｅｍｂｒａｃｅフィ
ルム／５０ミクロン厚）に塗布し、継ぎ合わせ性能を試験した。次に、継ぎ合わせ試験に
合格した試料のボトル容器の周りの収縮性能を評価し、その後、該当する場合は、上述の
デシーミング性能試験および高温非腐食性浴耐性試験で評価した。継ぎ合わせ実験用に使
用した溶剤は、Ｆｌｅｘｃｒａｆｔ　１２－１０３ＯＢのカスタム混合物で、Ｆｌｅｘｃ
ｒａｆｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．，から入手した溶剤ブレンドであり、１，３
－ジオキソラン、テトラヒドロフラン、およびキシレンを含み、追加のテトラヒドロフラ
ンとブレンド（８５：１５の比で）したものとした。結果を表３に示す。
【００８８】
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【００８９】



(18) JP 2016-530564 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

【表３－２】

【００９０】
　１２－１０３ＯＢは、Ｆｌｅｘｃｒａｆｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｎｅｗ
ａｒｋ，ＮＪ－ＵＳＡ）製のＴＨＦ系溶剤ブレンドで、ＰＥＴ－Ｇスリーブの継ぎ合わせ
用としてよく使われる。 
【００９１】
　フィルム基材と継ぎ合わせ溶剤の選択された組み合わせに対して、ほんのわずかのコー
ティング組成物のみが高インストロン結合強度値を含む所望特性の組み合わせを有する継
ぎ目を与え、収縮試験後に完全なまま残ったが、これらも高温腐食性浴中で剥離した。ポ
リエステルコーティング組成物が単独で、またはポリウレタン樹脂とのブレンドとして、
この試験において最良の性能を与えるように思われた。特に、より高いＴｇのポリマー（
ポリエステル、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ニトロセルロース系樹脂またはポリウ
レタン）と、より高い酸価を有するより低いＴｇのポリエステルのブレンドが、溶剤系コ
ーティング組成物用として最も効果的であるように思われた。高および低Ｔｇポリマーの
組み合わせは、通常、より良好なフィルム形成特性および全体的コーティング特性を与え
るので、単一樹脂に比べて、ポリエステルブレンドの性能が向上していることは、完全に
予想外のことではない。
【００９２】
　ポリエステル組成物に対しポリ乳酸（ＶｙｌｏＥｃｏｌ　ＢＥ－４００（東洋紡　ＪＰ
））が２０重量％までの少量成分として添加され、Ｖｙｌｏｎ３６０とＶｙｌｏｎ３９０
またはＶｙｌｏｎ３９０と８８０の１：１の混合物などで良好な結合強度が得られた表３
で報告されていない追加の実施例では、デシーミング可能なコーティングとして所望の特
性を有する組成物も得られている。通常ではｐＨ１２以上の水性媒体での処理を含む、再
資源化条件下でポリ乳酸などの、追加の加水分解性材料の投入は、高温腐食性浴中でのデ
シーミングの加速を支援し、また、摩擦係数を約０．３０（静的）および０．２６（動的
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）から０．２１（静的）および０．１９（動的）へ低減するように思われた。カプロラク
トン由来のポリマーなどの、その他のポリヒドロキシカルボン酸の場合も、これらはポリ
ビニルアルコール、デンプンおよびセルロース系樹脂、スルホポリエステル、アクリル系
樹脂、およびスルホンアミド官能基を含むポリマーなどの５０以上のヒドロキシル価を有
するポリマーであるので、同様に利点がある。収縮ラベリング製作装置で収縮スリーブと
して適切な結果を得るためには、０．３以下の摩擦係数（ＣｏＦ）が望ましいことに留意
されたい。Ｎｅｗ　Ｃａｓｔｌｅ，ＤＥ　１９７２０，ＵＳＡのＴｅｓｔｉｎｇ　Ｍａｃ
ｈｉｎｅ製の、２．５インチｘ２．２インチの寸法の２００グラムの重りを備えた計測器
モデル番号３２－０６－０２を使い、速度設定６で、ＣｏＦを測定した。また、表３の結
果は、試験を行ったＮｏ．２Ｋバーで塗布した水系ポリビニルアルコール組成物（印刷粘
度で、１１重量％の固形分、４６重量％の水および４３重量％のアルコールを含む）は、
デシーミングコーティング用として好適な特性を与えることも示している。
【００９３】
　まとめると、実施例１は、デシーミングコーティングを溶剤系または水系組成物として
配合することができ、少なくとも１種の５０℃を越えるＴｇの樹脂、および加水分解性ま
たは高酸価樹脂の必要性が重要視されるべきであることを示している。
【００９４】
　実施例２：
　継ぎ合わせ溶剤として単一のＦｌｅｘｃｒａｆｔ　１２－１０３ＯＢを使い、異なる基
材（ＰＥＴ－Ｇ、ＯＰＰおよびＰＶＣ）で追加の実験を行った。興味深いことに、ポリウ
レタン系などのいくつかの組成物は、ＯＰＰおよびＰＶＣ上に塗布の場合に、ＰＥＴ－Ｇ
上の場合よりも良好な性能を与えた。また、ポリビニルアルコールから作製した水系コー
ティングは、ＰＥＴ－Ｇ上では優れた結果を示したが、ＯＰＰおよびＰＶＣ上では良好に
機能しなかった。結果を表４に示す。
【００９５】
【表４】

【００９６】
　これらの結果は、接着ならびに継ぎ合わせ特性を適切に選択した樹脂系を使って、ＰＥ
Ｔ－Ｇ以外の他の収縮ラベル基材、例えば、ＯＰＰおよびＰＶＣに、デシーミング可能な
コーティングの概念を適用できることを示す。単一層または多層、均質または不均質系と
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してこれら材料をベースにしたいずれかの構造物は、少なくとも継ぎ合わせ領域に塗布さ
れる最適化コーティング組成物の選択を経て、デシーミング可能なスリーブを生成する候
補とすることができる。
【００９７】
　実施例３：
　印刷および非印刷ＰＥＴ－Ｇ収縮スリーブに対し、ポリエステル樹脂（Ｖｙｌｏｎ３６
０／Ｖｙｌｏｎ３９０）の９：１の比率での組み合わせをベースにしたコーティングの性
能を試験した。コーティングを約５０ｃｐｓの粘度に調節し、Ｎｏ．２Ｋバーを使って塗
布した。Ｆｌｅｘｃｒａｆｔ　１２－１０３ＯＢ溶剤を使って継ぎ合わせを行った。コー
ティングは、両基材に対し許容可能な継ぎ合わせおよび収縮性能を与え、高温腐食性浴中
に入れた場合、４分未満でデシーミング可能であった。
【００９８】
　Ｎｏ．２Ｋバーを使って、１：１の比率のポリエステル樹脂（Ｖｙｌｏｎ３６０／Ｖｙ
ｌｏｎ８８０）の組み合わせを、印刷および非印刷ＰＥＴ－Ｇスリーブの上面に塗布して
類似の実験を行った。Ｆｌｅｘｃｒａｆｔ　１２－１０３ＯＢ溶剤を使って継ぎ合わせを
行った。コーティングは、両基材に対し許容可能な継ぎ合わせおよび収縮性能を与え、高
温腐食性浴中に入れた場合、４分未満でデシーミング可能であった。
【００９９】
　実施例４： 
　ＰＥＴ－Ｇ収縮ラベルフィルム試料（この内のいくつかはインクで印刷した）を、５０
℃超のＴｇを有する主要樹脂を含む第１の加水分解性コーティングでコートした。基材（
ポリエステルなど）への溶剤継ぎ合わせ特性で選択された第２のコーティングを第１のコ
ーティングの上面上に塗布した。２つのコーティングの組み合わせにより、良好な溶剤継
ぎ合わせ特性および再資源化洗浄工程中の高温腐食性浴中での急速なデシーミングが得ら
れた。
【０１００】
　実施例５：
　実施例４に類似の構造物を使って、第１の加水分解性コーティングを基材上へ塗布し、
続けて、ヒートシール特性で選択した第２のコーティングを塗布した。その後、ヒートシ
ーリングプロセスを使って継ぎ目を形成（無溶剤プロセス）してスリーブ形成した後、容
器／製品の周りで収縮させた。２つのコーティングの組み合わせにより、良好な熱継ぎ合
わせ特性および再資源化洗浄工程中の高温腐食性浴中で急速なデシーミングが得られた。
【０１０１】
　実施例６～８：
　発明のコーティングを作製し、コーティングを、継ぎ合わせ材料としてさらに機能させ
て、従来の継ぎ合わせ溶剤を置き換え、溶剤またはヒートシーリングの追加の工程の必要
性をなくした。実施例６～８のコーティングは、強力な結合をもたらし、高温腐食性洗浄
工程中で容易にデシーミング可能であった。表４は、実施例６～８で使用した代表的成分
の材料特性を示す。表５は、従来の継ぎ合わせ溶剤を置き換えると思われるコーティング
溶液の非限定的例を示す。
【０１０２】
　全体として、適用可能な場合には、試験方法はＡＳＴＭ規格の手順に従った。しかし、
いくつかの試料が小さいサイズであったことから、または装置の制約から、ＡＳＴＭの手
順に対し若干の修正が必要であった。
【０１０３】
　コーティング溶液の固形分含有量は、１０ｇの試料を１５０℃で３０分間加熱すること
により蒸発させる前と後の重量差により決定した。
【０１０４】
　粘度は、約２０℃で、６０ｒｐｍのスピンドルＬＶ－１（６１）を使ってブルックフィ
ールドＤＶ－Ｅ粘度計により測定した。コーティング溶液の粘度を約２５～約５０ｃｐｓ
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に調節した。
【０１０５】
　継ぎ目の「Ｔ字剥離」結合強度は、インストロンモデル３３４２シングルコラム万能試
験機を使い、５０Ｎの荷重と３００ｍｍ／分のクロスヘッド速度で、ＡＳＴＭ　Ｄ１８７
６に準拠して、継ぎ合わせ方向に沿って測定した。平均値（積分値）での平均剥離荷重を
最初と最後のピーク間の自動記録曲線から決定した。「Ｔ字剥離」結合強度は、グラム重
／インチ継ぎ目幅（ニュートン／インチ継ぎ目幅）で表した接着スリーブを分離するのに
必要な平均剥離荷重である。
【０１０６】
　収縮方向（継ぎ目に垂直方向）での継ぎ目の破壊強度は、「Ｔ字剥離」結合強度と同じ
一般的方法により測定した。破壊強度は、グラム重／インチ継ぎ目幅（ニュートン／イン
チ継ぎ目幅）で表した最大剥離荷重で、接着スリーブを分離するのに必要な荷重である。
【０１０７】
　収縮試験は、継ぎ合わされた収縮スリーブが巻き付けられた空のボトルをＲｙｂａｃｋ
およびＲｙｂａｃｋ　Ｓ３スチームマシン中に、技術に応じて５～１０秒間投入すること
により行った。スリーブがぴったりと（ｓｎｕｇｇｌｙ）ボトルの周りに収縮し、スチー
ムポットから出てくる継ぎ目が完全なままである場合に、試験は合格と見なされる。
【０１０８】
　デシーミングは、スリーブで覆ったボトルを腐食性溶液を含むウオーターバス中に、典
型的な湿式粉砕ＰＥＴ再資源化で使われるボトル全体（予備）洗浄プロセスの条件をシミ
ュレートすることを目的とした温度で、浸漬することにより測定した。特に指示がない限
り、この浴の条件は、６５℃で１重量％ＮａＯＨとした。デシーミング時間は、ボトルの
腐食剤への浸漬からスリーブラベルが完全にボトルから分離するまでの間の測定時間とし
た。
【０１０９】
【表５】

【０１１０】
　実施例６～８を使って、ＰＥＴ－Ｇ収縮スリーブの重なり合った長手方向縁部に連続的
な、接着接合した継ぎ目を形成した。継ぎ合わせは、Ｓｔａｎｆｏｒｄ　ＡｃｃｒａＳｅ
ａｍ（登録商標）収縮スリーブシーマーにより行った。ラインスピードを３００ｍ／分と
した。ＤＳＳ容量設定値は実施例６と７に対しては３６ｍｌ／分、実施例８に対しては２
０ｍｌ／分とした。継ぎ目幅は、約３～３．５ｍｍであった。継ぎ合わされた収縮スリー
ブに対する全ての試験は、継ぎ合わせ後少なくとも３時間後に行った。実施例６～８、お
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【０１１１】
【表６】

【０１１２】
【表７】

【０１１３】
　実施例６～８は、本発明のコーティングは、従来の継ぎ合わせ溶剤を置き換えて、良好
な結合強度を与えることができ、同時に、再資源化プロセス中で容易にデシーミング可能
であることを示す。
【０１１４】
　実施例９（比較例）：
　比較例として、本発明のコーティング溶液の代わりに、市販の継ぎ合わせ溶剤、１２－
１０３（Ｆｌｅｘｃｒａｆｔ）を使って、収縮スリーブの継ぎ合わせを行った（すなわち
、先行技術で認められる従来の方式で継ぎ合わせを行った）。継ぎ合わせ手順および測定
条件は、実施例６～８と同じとした。表７に試験結果を示す。
【０１１５】
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【表８】

【０１１６】
　表７は、従来の溶剤継ぎ合わせは、良好な結合強度を与えるが、このようにして作製し
た収縮スリーブ包装は、容易にデシーミングされないことを示す。したがって、本発明の
コーティングは、良好な結合強度を与えるのみでなく、再資源化プロセスの高温腐食性洗
浄工程で容易にデシーミング可能なスリーブを作りだし、より効率的にＰＥＴボトルの再
資源化を可能にする点で優れている。
【０１１７】
　実施例１０～１２：
　実施例１０～１２のコーティングをＰＥＴ－Ｇスリーブに塗布し、続けて熱継ぎ合わせ
を行った。実施例１０および１１のコーティングは、強力な結合をもたらし、高温腐食性
洗浄工程中で容易にデシーミングされた。表８は、実施例１０～１２の組成を示す。
【０１１８】
【表９】

【０１１９】
　Ｎｏ．２Ｋバーを用いて、実施例１０～１２のコーティングを新たにコロナ処理した収
縮グレードＰＥＴ－Ｇフィルム基材上に塗布した。完全に乾燥後、Ｕｌｉｎｅ　Ｉｍｐｕ
ｌｓｅ　Ｓｅａｌｅｒ　Ｈ－１９０を使い、３．５の加熱設定で１．５秒間、コートした
フィルムを熱継ぎ合わせした。継ぎ目の破壊強度は、Ｔｈｅｌｌｅｒ　Ｍｉｎｉ　Ｔｅｎ
ｓｉｌｅ　Ｔｅｓｔｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　Ｄを使って、フィルムから切り取った１インチの
継ぎ合わされたストリップで測定した。収縮およびデシーミング試験用の手順は、実施例
６～９に記載のものと同じとした。表９に試験結果を示す。
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【０１２０】
【表１０】

【０１２１】
　実施例１０～１１は、本発明のコーティングは、熱継ぎ合わせ用途に使用して、良好な
結合強度を与えることができ、同時に、再資源化プロセス中で容易にデシーミング可能で
あることを示す。実施例１１は、組成物中のより高いＴｇ樹脂の存在に起因して、特に、
デシーミング可能なコーティングとして適する。
【０１２２】
　実施例１３（比較例）：
　比較例として、非コートＰＥＴ－Ｇフィルム基材（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｅｍｂｒａｃｅフ
ィルム／５０ミクロン厚）を熱継ぎ合わせを行い、実施例１０～１２で記載のものと同じ
手順を使って試験を行った。結果を表１０に示す。
【０１２３】

【表１１】

【０１２４】
　表１０は、非コートＰＥＴ－Ｇ収縮フィルムは、高温腐食性条件中でデシーミングでき
なかったが、その継ぎ目強度は実施例１０～１１と同等であったことを示す。したがって
、本発明のコーティングは、良好な結合強度を与えるのみでなく、再資源化プロセスの高
温腐食性洗浄工程で容易にデシーミング可能な熱継ぎ合わせスリーブを作りだし、より効
率的なＰＥＴボトルの再資源化を可能にする点で優れている。
【０１２５】
　実施例１４：
　実施例６～８のコーティングを調節して、より高い含量の固形分を含めることができる
。調節されたコーティングは、容器上に配置して、直接継ぎ合わされるインラインラップ
アラウンドラベルに塗布することができる。コーティングおよびこのコーティングで継ぎ
合わされたラベルの特性は、上述のようにして試験することができる。
【０１２６】
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　実施例１５：
　実施例１１のコーティングをラベルフィルムの標的継ぎ目領域に塗布し、ラベルを容器
の周りに巻き付けてヒートシールすることができる。コーティングおよびこのコーティン
グで継ぎ合わされたラベルの特性は、上述のようにして試験することができる。
【０１２７】
　好ましい実施形態を含めて、これまで本発明を詳細に記載してきた。しかし、当業者な
ら、本開示を考慮すれば、本発明の範囲と趣旨の範囲内に入る修正、および／または、改
善を行うことができることは理解されよう。
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