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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン－プロピレンインパクトコポリマーと３～１５質量％のメタロセン触媒プロピ
レン－ブテンエラストマーとを含むヒートシール性層を含むフィルムであって、
　少なくとも４倍、縦方向に１軸配向されており、前記エチレン－プロピレンインパクト
コポリマーが、１０～３０質量％のエチレン－プロピレンゴム含有量を含む、前記フィル
ム。
【請求項２】
　前記ヒートシール性層が、メタロセン触媒エチレン－ブテンエラストマーを更に含む、
請求項１に記載のフィルム。
【請求項３】
　前記メタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマーが、１５～３０質量％のブタンを
含む、請求項１に記載のフィルム。
【請求項４】
　前記エチレン－プロピレンインパクトコポリマーが、前記ヒートシール性層の７５～９
７質量％を構成する、請求項１に記載のフィルム。
【請求項５】
　単層フィルムである、請求項１に記載のフィルム。
【請求項６】
　エチレン－プロピレンインパクトコポリマーと３～１５質量％のメタロセン触媒プロピ
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レン－ブテンエラストマーとを含むヒートシール性第１層、及び
　ポリオレフィン樹脂を含む第２層
を含むフィルムであって、前記エチレン－プロピレンインパクトコポリマーが、１０～３
０質量％のエチレン－プロピレンゴム含有量を含む、前記フィルム。
【請求項７】
　前記第２層が、エチレン－プロピレンインパクトコポリマーを含む、請求項６に記載の
フィルム。
【請求項８】
　前記第２層が、前記ヒートシール性第１層と同じタイプのエチレン－プロピレンインパ
クトコポリマーを含む、請求項７に記載のフィルム。
【請求項９】
　前記ヒートシール性第１層が、メタロセン触媒エチレン－ブテンエラストマーを更に含
む、請求項６に記載のフィルム。
【請求項１０】
　４～７倍、縦方向に１軸配向されている、請求項６に記載のフィルム。
【請求項１１】
　前記ヒートシール性第１層が、前記ヒートシール性第１層及び前記第２層の１０～３０
％の厚さを有する、請求項６に記載のフィルム。
【請求項１２】
　前記ヒートシール性第１層と反対側の前記第２層上に、ポリオレフィン樹脂を含む第３
層を更に含む、請求項６に記載のフィルム。
【請求項１３】
　前記第３層が、アモルファスシリカ、アルミノシリケート、ナトリウムカルシウムアル
ミニウムシリケート、架橋シリコーンポリマー及びポリメチルメタクリレートから選択さ
れるアンチブロック成分を含む、請求項１２に記載のフィルム。
【請求項１４】
　フィルムの製造方法であって、
　エチレン－プロピレンインパクトコポリマーと３～１５質量％のメタロセン触媒プロピ
レン－ブテンエラストマーとを含むヒートシール性第１層を含む、フィルムを押出成形す
ること、及び
　前記フィルムを、縦方向に、その本来の長さの４倍に１軸配向すること
を含み、前記エチレン－プロピレンインパクトコポリマーが、１０～３０質量％のエチレ
ン－プロピレンゴム含有量を含む、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れたシール性(sealability)及び方向引裂性(directional tearability)を
示す１軸配向ヒートシール性(heat sealable)プロピレン系フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　缶及びレトルトパウチは、調理済みの食品の保存及び包装に日常的に使用されており、
冷凍、酢漬け、塩蔵、乾燥又は燻製等の保存手法を更に必要とすることがない。このよう
な缶詰及びレトルト用途では内容物となる食品を短時間、高温に曝露することによって容
器内の内容物を効果的に調理する及び／又は消費者が利用する時まで内容物が安全に保存
されるように内容物を殺菌する。
【０００３】
　金属及び金属加工にかかるコストが上昇するにつれて、このような調理済み食品を包装
するための費用対効果に優れた方法として、柔軟性のあるレトルトパウチの人気が高まっ
てきている。柔軟性のあるレトルトパウチは缶より軽いことから、輸送コストを削減でき
る。加えて、レトルトパウチは優れた印刷特性を有し、金属缶用の紙ラベルより視覚的に
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「ポップ」なものを実現することができる。
【０００４】
　典型的なレトルトパウチは、幾つかのフィルムの積層体である。この積層体には、食品
の市場活動用に印刷可能なフィルム層と、酸素及び水分の拡散を抑制することによって製
品の賞味期限を延ばすためのバリアフィルム層と、気密シールを作り出し、この気密シー
ルが製品の賞味期限を短くする又は腐敗を引き起こす恐れのある気体又は微生物の侵入の
防止にも役立つシーラントフィルム層が含まれ得る。加えて、このシーラントフィルム層
は、レトルト加工に耐えられる高いシール強度を付与し得る。典型的には、このシーラン
トフィルム層は無配向のキャストポリプロピレン又はポリエチレン系フィルムである。レ
トルト加工中は、高温を使用して内容物を殺菌及び／又は調理し、この加熱の結果として
、パウチ内で圧力が上昇することがある。このため、パウチのシーラント成分は、レトル
ト加工によって生じる高温及び高圧の両方に耐え、ひいてはパウチの完全性を維持できる
ように配合されなくてはならない。更に、シーラント成分（及びパウチのその他の成分）
の配合は、柔軟性のあるレトルト包装の構築に使用可能な材料及び移行性試験に関するコ
ンプライアンスガイドラインについて明記している米国食品医薬品局（ＦＤＡ）の２１Ｃ
ＦＲ１７７．１３９０に規定されているようなレトルト用途に関する食品包装規則に準拠
していなくてはならない。
【０００５】
　しかしながら、レトルト包装に必要とされる高いシール強度は、特にレトルト包装が全
て高分子フィルムから成る場合、消費者がパウチを手で開封することを困難にもする。典
型的には鋏又は鋭利な道具を使用してこのようなパウチを開封しなくてはならない。パウ
チをユーザにとってより使いやすいものにするために、消費者が簡単にパウチを簡単に引
き裂き始め、パウチを開封できるように切り込みを利用することができる。しかしながら
、このような引き裂きはパウチの「ジッパリング(zippering)」につながりやすく、パウ
チがその上端に対して均等且つ平行に引き裂かれず、パウチの上部に対して縦方向又は斜
め方向に引き裂かれ、開封時に中身を失ったりこぼしたりする可能性がでてくる。この問
題を是正するために、パウチの上部に対して方向的に平行なまま引き裂き続け、ひいては
ジッパリングを防止するために、ミシン目を入れて引裂線を形成する解決策がある。これ
らのミシン目は、機械的穿孔機又はレーザを使用して達成されることが多い。ミシン目を
いれる技法には、更にコストがかかるだけでなく、本質的にパウチ積層体に穿孔すること
からバリア特性が損なわれる可能性もあるという問題点がある。
【０００６】
　引裂方向性(directional tear property)を付与する別の方法は、レトルト用途で典型
的に使用されるキャストポリプロピレンフィルムの配向を含み得る。しかしながら、この
ようなフィルムを１軸又は２軸配向する過程では典型的にシール特性が低下し、フィルム
のシール開始温度（ＳＩＴ）は上昇し、全体としてのシール強度は弱くなる。理論によっ
て拘束するものではないが、これは配向処理によってアモルファス領域がより規則正しい
構成に整列し、フィルムのＴｇが上昇するからであると考えられ、この結果、シール特性
が低下する。これがなぜ無配向キャストポリプロピレンがシーラントフィルムとして、例
えば一般にシーラントフィルムとしては上手く機能しない２軸配向ポリプロピレンフィル
ム（ＢＯＰＰ）より良好に機能するかの理由である（共押出成形ランダムコポリマーヒー
トシール性樹脂をＢＯＰＰフィルムの一部として使用していないと仮定する）。典型的に
は、縦方向の１軸配向延伸（ＭＤＸ）には最小及び最大範囲があり、３．０ＭＤＸ未満だ
と、フィルムは通常、不均等なストレッチマーク欠陥に悩まされ、７．０ＭＤＸより大き
いと、加工安定性の維持が困難となる。これはフィルムがこの高配向度で破断しやすくな
り得るからである。
【０００７】
　米国特許第６５４１０８６号Ｂ１明細書には、配向ポリマー外方フィルム（印刷に適し
ている）、バリアフィルムとしてのアルミニウムホイル、第２配向中間高分子フィルム及
びシーラントフィルム用の無配向ポリオレフィンを使用したレトルト包装設計が記載され
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ている。易引裂性は、２つの配向ポリマーフィルムに粗面加工を施し、これらを特定の構
成に重ね合わせることで付与される。フィルムを積層する特定の特殊な順序及びサンドペ
ーパによる粗面加工によって、易引裂特性及び恐らくは引裂方向性(directional tear)が
付与されるが、この方法では所望の引裂特性を得るために追加のフィルム及び余分な工程
を必要とする。
【０００８】
　米国特許第６７１９６７８号Ｂ１明細書には、複数のフィルム層を使用したレトルト包
装設計が記載されており、中間層（「耐破裂層」）にはレーザで溝が刻まれており、この
切り溝が易引裂部及び方向引裂部となる。
【０００９】
　米国特許第６８４６５３２号Ｂ１明細書には、典型的には４層から３層に層を減らすこ
とによってコストを削減することを意図したレトルト包装設計が記載されている。ヒート
シール性層は無配向キャストポリプロピレンフィルムであり、引裂方向性は含まれていな
い。
【００１０】
　米国特許第５７５６１７１号明細書には、内方バリア層を加水分解作用から保護するた
めのポリオレフィンフィルム層を含めた複数のフィルム層を使用したレトルト包装設計が
記載されている。これらのポリオレフィンフィルム層には、エチレン－プロピレンコポリ
マーに混合したゴムタイプのエラストマーが含まれる。しかしながら、方向性は含まれて
いない。
【００１１】
　米国特許第４９０３８４１号明細書には、シール性層として無配向キャストポリプロピ
レンフィルムを利用するレトルト包装設計が記載されている。フィルムには、引裂方向性
が付与されるように特定のやり方で粗面加工又は溝が施される。
【００１２】
　米国特許第４２９１０８５号明細書には、無延伸無配向キャスト結晶ポリプロピレンフ
ィルムを特殊な結晶構造及び３．０未満でなくてはならない結晶構造配向を有するシール
性層として使用するレトルト包装設計が記載されている。引裂方向性は含まれていない。
【００１３】
　米国特許第５７８６０５０号明細書には、「易開封性」パウチ設計が記載されており、
このパウチは内方層として（パウチの内容物と接触する）直鎖状低密度ポリエチレンを含
むシーラントフィルム、ＭＤ／ＴＤ比が２より大きい配向ポリオレフィンから構成される
中間層及び２軸配向ＰＥＴ又はナイロンフィルムの最外層を有する。直線状低密度ポリエ
チレンの内方層シーラントは無配向である。中間フィルムの特殊な配向比によって易引裂
特性が付与される。
【００１４】
　米国特許第４８３４２４５号明細書には、「引裂ゾーン(tearing zone)」を有するパウ
チ設計が記載されており、このパウチでは引裂方向及びフィルムの配向方向に整列させた
一対の切り込みが入った１軸配向フィルムを使用している。「引裂ゾーン」を構成するこ
の１軸配向フィルムはパウチの外側にあり、パウチの内容物と接触せず、またヒートシー
ル性に適したものとなるようには設計されていない又は考慮がされていない。
【００１５】
　米国特許出願第１１／５９６７７６号明細書には、少なくとも１つの一方向延伸フィル
ムを含むパウチ設計が記載されている。好ましい実施形態には、易引裂特性を付与する１
方向延伸ポリプロピレンフィルム又は１方向延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムが
記載されている。これらの層のシール特性又はどの層がシーラントフィルムとなるべきな
のかさえ、この出願には記載がない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
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　レトルト加工条件下での優れたシール特性及び優れた引裂方向性・引裂直線性(linear 
tear property)を有するシール性フィルム(sealable film)を、機械的又はレーザ穿孔ス
キーム或いは粗面加工及び／又は切り溝形成法を使用することなく製造する上記の問題に
取り組む。実施形態には、１軸配向フィルムのヒートシール性を改善することによってレ
トルト包装用途に適した優れた引裂方向性を有する経済的で高いシール性のフィルムを得
るための方法が含まれる。包装用途における従来の引裂方向性レトルト包装用ポリオレフ
ィン基体に関連した問題点が解決される。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　一部の実施形態において、発明者は、引裂方向性及びヒートシール性の上記属性が、フ
ィルム層に対して３～１５質量％の、ブテン１５～３０質量％のプロピレン－ブテンコポ
リマー、及びフィルム層に対して最高で１０質量％の任意の量の、ブテン１５～３５質量
％のエチレン－ブテンコポリマーを含む配合によって調和し得ることを発見し、フィルム
組成の残りにはゴム含有量約１０～３０質量％の９７～７５質量％のインパクトコポリマ
ー樹脂が含まれる。引裂方向性は、本来の長さの約３～７倍のキャストフィルムの縦方向
(machine direction)（ＭＤ）配向によって付与され得る。ＭＤ配向と樹脂配合との組み
合わせによって、レトルトパウチに望まれる高いシール強度及び気密シール特性を損なう
ことなく、優れた引裂方向性がもたらされる。
【００１８】
　したがって、一実施形態は、ある量のメタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマー
とブレンドしたエチレン－プロピレンインパクトコポリマーの単層（Ａ）を含む１軸配向
（monoaxially oriented）フィルムである。任意の量のメタロセン触媒エチレン－ブテン
エラストマーもこの単層フィルムにブレンドし得る。この層（Ａ）の配合は、ヒートシー
ル用途、特にはレトルト包装用途に適し得る。別の実施形態には、第２ポリオレフィン樹
脂含有層（Ｂ）を層（Ａ）の片面上で共押出成形し得る積層フィルムが含まれ得る。この
第２ポリオレフィン樹脂含有層は、積層フィルムのバルク強度をもたらすコア又はベース
層と見なされ得る。好ましくは、このコア層（Ｂ）は、エチレン－プロピレンインパクト
コポリマーも含み得る。
【００１９】
　更に、追加の実施形態において、積層体は更に、ヒートシール性層（Ａ）とは反対側の
第２ポリオレフィン樹脂含有層（Ｂ）上に第３ポリオレフィン樹脂含有層（Ｃ）を含み得
る。
【００２０】
　好ましくは、ヒートシール性層（Ａ）は、主成分として（層の少なくとも５０質量％）
、エチレン－プロピレンゴム含有量が約１０～３０質量％のエチレン－プロピレンインパ
クトコポリマーを含む。（Ａ）層を含むインパクトコポリマーの量は、例えば、層の約７
５～９７質量％になり得る。（Ａ）層の配合には、ブテン含有量が約１５～３０質量％の
少量のメタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマーが含まれる。（Ａ）層で使用され
るこのプロピレン－ブテンエラストマーの量は、例えば（Ａ）層の約３～１５質量％にな
り得る。（Ａ）層の配合の任意の成分は、ブテンが約１５～３５質量％の少量のメタロセ
ン触媒エチレン－ブテンエラストマーの使用になり得る。（Ａ）層は、例えば最高で１０
質量％のエチレン－ブテンエラストマーを含み得る。
【００２１】
　このフィルム層（Ａ）を、縦方向に少なくとも３倍、好ましくは少なくとも４倍、より
好ましくは４．８倍、１軸配向し得る。好ましくは、フィルムを７倍未満、より好ましく
は６．０倍未満１軸配向する。この１軸配向によって、フィルムに引裂方向性が付与され
る。（Ａ）層の樹脂配合によって、１軸配向後、レトルトパウチ用途に適した優れたシー
ル開始、シール強度及び気密シール特性が得られる。
【００２２】
　２層積層フィルム構造の実施形態において、（Ａ）層は、コア層（Ｂ）の片面上にシー
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ラント層を含み得る。好ましくは、このコア層（Ｂ）はポリオレフィン樹脂含有層を含み
、このポリオレフィン樹脂含有層はプロピレンホモポリマー又はプロピレンコポリマーを
含む。より好ましいものは、（Ａ）層の成分として使用したものと同一又は同様のタイプ
のエチレン－プロピレンインパクトコポリマーである。（Ａ）層は、（Ｂ）コア層と同じ
厚さになり得るが、好ましくは（Ｂ）層より薄い。例えば、（Ａ）層は、（Ａ）層と（Ｂ
）層とを合わせた総厚の約５～５０％、より好ましくは（Ａ）層と（Ｂ）層とを組み合わ
せた積層フィルム構造の総厚の１０～３０％になり得る。このコアポリオレフィン樹脂含
有層に、アモルファスシリカ、アルミノシリケート、ナトリウムカルシウムアルミニウム
シリケート、架橋シリコーンポリマー及びポリメチルメタクリレートから選択されるアン
チブロック成分も含めることによって、機械加工性及び巻き取り性を支援することができ
る。ヒートシール性層（Ａ）の反対のコア層（Ｂ）の面に放電処理を施すことによって、
接着剤等を介して積層するためにその面を強化し得る。放電処理は、当該分野で周知の幾
つかの手段、例えば、コロナ、火炎、プラズマ又は選択された気体の制御された雰囲気内
での放電処理のいずれによっても行うことができる。
【００２３】
　３層積層フィルム構造の実施形態において、第３層（Ｃ）は、ヒートシール性層（Ａ）
の反対のコア層（Ｂ）の面上に配置され得て、好ましくはポリオレフィン樹脂含有層を含
み、ポリオレフィン樹脂含有層は、プロピレンホモポリマー、コポリマー、ターポリマー
、ポリエチレン及びこれらの組み合わせから選択されるポリオレフィンを含む。この第３
ポリオレフィン樹脂含有層に、アモルファスシリカ、アルミノシリケート、ナトリウムカ
ルシウムアルミニウムシリケート、架橋シリコーンポリマー及びポリメチルメタクリレー
トから選択されるアンチブロック成分も含めることによって、機械加工性及び巻き取り性
を支援することができる。第３ポリオレフィン層は、積層、金属化、印刷又は接着剤若し
くはインクでのコーティングのための表面を有する放電処理層にもなり得る。
【００２４】
　１層、例えば、シール性層（Ａ）しか含まないフィルム構造の場合、ヒートシール特性
を維持するために、この層の片面を、積層、金属化、印刷又はコーティング用に放電処理
し、反対側を無処理のままにし得る。この層を放電処理することによって、処理した側は
ブレンド物のエチレン及びブテン成分の架橋によりシールレンジが狭くなる可能性がある
。このため、完全且つ有用なヒートシールレンジを得るためには、少なくとも片側を未処
理のまま残さなければならない。シール性層（Ａ）がポリオレフィンコア層（Ｂ）と接触
している２層（又はそれ以上）積層構造の場合、積層、印刷、金属化、コーティング等の
ためにシール性層（Ａ）とは反対のコア層の面を放電処理することが好ましい。
【００２５】
　上記実施形態における放電処理はいくつかの異なるやり方で達成することができ、限定
するものではないがコロナ、火炎、プラズマ又は選択された気体の制御された雰囲気内で
のコロナが含まれる。好ましくは、一変形例において、放電処理面は、Ｏ2を除外したＣ
Ｏ2及びＮ2の雰囲気中で形成されたコロナ放電処理面を有する。積層フィルム実施形態は
更に、放電処理層の表面上に真空蒸着金属層を含み得る。好ましくは、金属層は、約５～
１００ｎｍの厚さを有し、約１．５～５．０の光学濃度を有し、またアルミニウムを含む
。一変形例において、積層フィルムは押出成形積層フィルムになり得る。
【００２６】
　追加の実施形態には、柔軟性のある包装を目的としてヒートシール特性を強化するため
にメタロセンプロピレン－ブテンエラストマーとエチレン－プロピレンインパクトコポリ
マーのブレンド物のヒートシール性層を備えた１軸配向ポリオレフィンフィルムが含まれ
る。実施形態には、柔軟性のある包装におけるヒートシール用途のためのヒートシール性
ポリオレフィン層及びプロピレン－ブテンメタロセンエラストマーブレンド層の積層構造
が含まれ得る。
【００２７】
　１軸配向フィルムは、ヒートシール性層ブレンド物のダイを通した押出成形を経て製造
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され得て、その後すぐに溶融フィルム層を冷却されたキャスティングロール系又はキャス
ティングロール及び水浴系でクエンチし、続いて縦方向に配向し、アニール又は熱硬化す
ることによってフィルムへの熱収縮を最小限に抑え得る。
【００２８】
　多層フィルムの実施形態において、積層フィルムは、ヒートシール性層ブレンド物、コ
ア層及び／又はその他の層の複合化ダイを通した共押出成形を経て製造され得て、その後
すぐに溶融多層フィルム構造を冷却されたキャスティングロール系又はキャスティングロ
ール及び水浴系でクエンチし、続いて縦方向に配向し、アニール又は熱硬化することによ
って多層フィルムにし得る。
【００２９】
　様々なフィルムを蒸着で金属化してもよく、好ましくは蒸着アルミニウム層であり、少
なくとも約１．５の光学濃度、好ましくは約２．０～４．０の光学濃度、より一層好まし
くは２．３～３．２の光学濃度を有する。
【００３０】
　本発明の更なる利点は、以下の詳細な説明から当業者に容易に明らかとなり、詳細な説
明では本発明の好ましい実施形態だけを、単に本発明を実行するにあたって考えられる最
良の形態を実例として挙げることによって示し、説明する。当然のことながら、本発明の
その他及び異なる実施形態も可能であり、その細部は様々な明らかな事項において改変可
能であり、全て本発明から逸脱することがない。したがって、実施例及び説明は、本質的
に説明のためのものにすぎず、本発明を限定するものではないとみなされるべきである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明は、優れたシール性及び方向引裂性を示す１軸配向ヒートシール性プロピレン系
フィルムに関する。このフィルムは、レトルトパウチ包装用途のためのシール性フィルム
成分としてよく適し得る。加えて、このフィルムは、手で引き裂ける包装に適し得る。こ
のフィルムでは、引裂線を制御し、パウチの上部全体にわたって一貫した、パウチ上部に
対して平行なものとすることができ、パウチの「ジッパリング」を引き起こし、それに伴
って内容物を損失する恐れがない。記載のフィルムは、レトルト加工に適した優れたシー
ル強度及び気密シールと引裂方向性とを併せ持ち、引裂方向性を可能にするための穿孔技
法を必要としない。
【００３２】
　本発明の一実施形態において、積層フィルムは、アイソタクチックエチレン－プロピレ
ンインパクトコポリマー、ある量のアモルファスメタロセン触媒プロピレン－ブテンエラ
ストマー及び任意の量のアモルファスメタロセン触媒エチレン－ブテンエラストマーを含
む混合ポリオレフィン樹脂層の単層押出成形フィルムを含む。別の実施形態は、上述のも
のと同様の配合を含む積層フィルムであるが、ポリオレフィン樹脂層の片面は放電処理さ
れ得る。
【００３３】
　ポリオレフィン樹脂層は、小量のメタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマーとブ
レンドされた特定のゴム含有量のアイソタクチックエチレン－プロピレンインパクトコポ
リマーを含み得て、また１軸配向される。このインパクトコポリマーは、エチレン－プロ
ピレンゴム含有量がポリマーの約１０～３０質量％のアイソタクチックエチレン－プロピ
レンコポリマーであり得て、ゴムのエチレン含有量はゴムの約１０～８０質量％であり得
る。インパクトコポリマーは、２つのリアクタ内で製造し得る。第１リアクタにおいて、
プロピレンホモポリマーを生成し、同じく高濃度のエチレンが入った第２リアクタに運搬
し得る。エチレンは、第１リアクタの残存プロピレンと共重合してエチレン－プロピレン
ゴムを生成する。得られる生成物は連続剛性プロピレンホモポリマーマトリックスとエチ
レン－プロピレンゴム粒子の微細分散相の２つの異なる相を有する。
【００３４】
　ゴム含有量は、望ましい最終用途の特性に応じて１０～３０質量％の範囲内であり得る
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。インパクトコポリマーが知られるところの耐衝撃性及び強化特性を付与するのは、プロ
ピレンホモポリマーマトリックスとエチレン－プロピレンゴムの分散相の２相のこの混合
物である。エチレン－プロピレンインパクトコポリマーは、典型的には単一リアクタ内で
重合され且つ一般にエチレン含有量が低く（典型的には０．５～６質量％）、エチレン基
がポリプロピレン主鎖に沿って触媒によってランダムに挿入され、エチレン－プロピレン
ゴム含有量を有さない慣用のエチレン－プロピレンランダムコポリマーとははっきりと異
なる。
【００３５】
　エチレン－プロピレンインパクトコポリマーの適切な例は、Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔｒｏｃ
ｈｅｍｉｃａｌの５５７１である。この樹脂は２３０℃で約７ｇ／１０分のメルトフロー
レート、約１６０～１６５℃の融点、約１４８℃のビカー軟化点及び約０．９０５ｇ／ｃ
ｍ3の密度を有する。適したエチレン－プロピレンインパクトコポリマーの別の例はＴｏ
ｔａｌ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌの４１８０であり、２３０℃で約０．７ｇ／１０分
のメルトフローレート、約１６０～１６５℃の融点、約１５０℃のビカー軟化点及び約０
．９０５ｇ／ｃｍ3の密度を有する。その他の適切なエチレン－プロピレンインパクトコ
ポリマーには、２３０℃で１．６ｇ／１０分のメルトフローレート及び約０．９０１ｇ／
ｃｍ3の密度を有するＳｕｎｏｃｏ　ＣｈｅｍｉｃａｌのＴＩ－４０１５－Ｆ２並びに２
３０℃で約８ｇ／１０分のメルトフローレート及び約０．９ｇ／ｃｍ3の密度を有するＥ
ｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　ＣｈｅｍｉｃａｌのＰＰ７０３３Ｅ２が含まれる。
【００３６】
　メタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマーを、層の３～１５質量％、好ましくは
４～１０質量％で適切なアイソタクチックエチレン－プロピレンインパクトコポリマー樹
脂とブレンドし得る。エラストマーとインパクトコポリマー樹脂とのこの比によって、レ
トルト用途におけるヒートシール開始温度、ヒートシール強度、気密性、明澄性及び低臭
性間での良好なバランスが、特には引裂方向性を付与するための縦方向配向後に得られる
。メタロセン触媒プロピレン－ブテンランダムエラストマーは、好ましくはエラストマー
に対して２０～４０質量％のブテン含有量を有し、得られるポリマーはアモルファス又は
低結晶性であり、また典型的なポリエチレン、ポリプロピレン及びポリブテンと比較して
極めて低密度である。このようなエラストマーの分子量分布はメタロセン触媒作用によっ
て狭くなり、典型的にはＭw／Ｍnは２．０多分散性である。コモノマー分散も、同等のチ
ーグラー・ナッタ触媒エラストマーより狭くなる。この結果、ヒートシーラント改質剤と
して使用すると、より低いシール開始温度をもたらし且つ高シール強度を維持するエラス
トマーとなる。
【００３７】
　熱可塑性エラストマーは、弾性が高く、繰り返し延伸可能であり、応力を取り除くと元
の形状にほぼ戻るエラストマーに似た全てのポリマー又はポリマーブレンド群（例えば、
プラスチック及びゴム混合物）として説明することができ、高温で溶融加工可能であり（
未架橋）、また著しい耐クリープ性を示さない。熱可塑性エラストマーは典型的には０．
８６０～０．８９０ｇ／ｃｍ3の密度及び１０００００以上の分子量Ｍwを有する。「プラ
ストマー」はエラストマーとは異なる。プラストマーは、一般に熱可塑性材料の特性とエ
ラストマー材料の特性との中間の特性を有する全てのエチレン系コポリマー（すなわち、
エチレンα－オレフィンコポリマー）群として定義することができ（このため、用語が「
プラストマー」である）、密度０．９００ｇ／ｃｍ3未満（下は約０．８６５ｇ／ｃｍ3ま
で）、分子量Ｍw約５０００～５００００、典型的には約２００００～３００００を有す
る。
【００３８】
　適切且つ好ましいメタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマー材料は、例えばＭｉ
ｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓによって商標名Ｔａｆｍｅｒ(登録商標)、グレード名ＸＭ
７０７０、ＸＭ７０８０で製造されているものである。これらはプロピレン－ブテン低分
子量、低結晶性コポリマーである。ＸＭ７０７０のブテン含有量は約２６質量％であり、
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ＸＭ７０８０のブテン含有量は約２２質量％である。これらはそれぞれ融点７５℃及び８
３℃、ビカー軟化点６７℃及び７４℃、密度０．８８３～０．８８５ｇ／ｃｍ3、Ｔｇ約
－１５℃、２３０℃におけるメルトフローレート７．０ｇ／１０分及び分子量１９０００
０～１９２０００ｇ／ｍｏｌを特徴とする。その高いブテン含有量から、ＸＭ７０７０が
好ましい。メタロセンプロピレン－ブテンエラストマーは、約３５００００～４００００
０ｇ／ｍｏｌの著しく高い分子量の長鎖高分子量ポリマーである共押出成形ＢＯＰＰフィ
ルム、例えば、Ｓｕｍｉｔｏｍｏ　ＳＰＸ７８Ｈ８、においてヒートシーラント樹脂層に
使用される典型的なエチレン－プロピレン又はプロピレン－ブテン又はエチレン－プロピ
レン－ブテンランダムコポリマーと対照的である。
【００３９】
　メタロセンプロピレン－ブテンエラストマーもまた、非メタロセンチーグラー・ナッタ
触媒プロピレン－ブテンエラストマー、例えば、ＭｉｔｓｕｉのＴａｆｍｅｒ（登録商標
） ＸＲ１１０Ｔと対照的である。ＸＲ１１０Ｔは、約２５．６質量％のブテン含有量及
びＸＭ７０７０に類似した約１９０１８５ｇ／ｍｏｌの分子量を有するが、その密度０．
８９ｇ／ｃｍ3、融点１１０℃及びビカー軟化点８３℃は全てそのメタロセン触媒同等物
であるＸＭ７０７０ブテン－プロピレンエラストマーより高い。加えて、チーグラー触媒
系により、非メタロセン触媒ブテン－プロピレンエラストマーＸＲ１１０Ｔの分子量分布
は、メタロセン触媒ブテン－プロピレンエラストマーＸＭ７０７０よりはるかに広い。結
果として、非メタロセン触媒ブテン－プロピレンエラストマーの特性及びヒートシール特
性は、メタロセン触媒ブテン－プロピレンエラストマーのものとはかなり異なる。
【００４０】
　任意の量のメタロセン触媒エチレン－ブテンコポリマーエラストマーも、層に対して最
高１０質量％の量のこのポリオレフィンシーラントブレンド物に添加し得る。メタロセン
プロピレン－ブテンコポリマーエラストマーに加えてのこのメタロセンエチレン－ブテン
コポリマーエラストマーの追加はシール開始温度特性の更なる改良に役立ち得る。ただし
メタロセンエチレン－ブテンエラストマーの使用によって全体としてのヒートシール強度
が犠牲になる可能性があり、レトルト包装用途によってはこれが致命的になり得る。適切
且つ好ましいメタロセン触媒エチレン－ブテンエラストマーは、ＭｉｔｓｕｉのＴａｆｍ
ｅｒ（登録商標）Ａ４０８５Ｓグレードである。Ａ４０８５Ｓは、ポリマーに対して約１
５～３５質量％のブテン含有量、２３０℃で約６．７ｇ／１０分のメルトフローレート、
約７５℃の融点、約－６５～－５０℃のＴｇ、約６７℃のビカー軟化点及び約０．８８５
ｇ／ｃｍ3の密度を有する。このメタロセンエチレン－ブテンエラストマーの適切な量は
、層の１０質量％未満、好ましくは層の３～４質量％になり得る。
【００４１】
　インパクトコポリマーとメタロセンエラストマーとのこの混合樹脂層は、１軸配向後、
厚さ５０～２００μｍ、好ましくは６０～１５０μｍ、より好ましくは７０～１００μｍ
になり得る。混合樹脂層の片面を、電気的コロナ放電処理法、火炎処理、大気圧プラズマ
又は酸素を除外してその存在を最小限に抑えた、窒素、二酸化炭素若しくはこれらの混合
物の制御された雰囲気内でのコロナ放電で表面処理することもできる。窒素と二酸化炭素
との混合物の制御された雰囲気中での後者のコロナ処理法によって、好ましくは、少なく
とも０．３原子％以上、より好ましく少なくとも０．５原子％以上、窒素を有する官能基
を含む処理面が得られる。これで放電処理済み混合樹脂層は、続く積層、コーティング、
印刷又は金属化の目的によく適したものとなる。
【００４２】
　この実施形態において、機械加工性及び巻き取り性を支援するために、任意の量のアン
チブロッキング剤を混合樹脂フィルム層に添加し得る。無機アンチブロック剤をコア樹脂
層に対して１００～５０００ｐｐｍ、好ましくは５００～１０００ｐｐｍの量で添加する
ことができる。好ましいタイプのアンチブロック剤は、公称平均粒径６μｍの球状ナトリ
ウムアルミニウムカルシウムシリケート又はアモルファスシリカであるが、その他の適切
な球状無機アンチブロック剤も使用することができ、サイズ２μｍ～６μｍの架橋シリコ



(10) JP 5411935 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

ーンポリマー又はポリメチルメタクリレートが含まれる。脂肪アミド及び／又はシリコー
ンオイル等の移行性スリップ剤を任意で、摩擦係数及びウェブ取り扱い問題を制御するこ
とによって更に支援するために、無機アンチブロッキング添加剤と共に又はこの無機アン
チブロッキング添加剤を伴うことなく、フィルム層で使用することができる。適切なタイ
プの脂肪アミドは、層に対して１００～５０００ｐｐｍの量のステアラミド又はエルカ酸
アミド等及び同様のタイプのものである。好ましくは、ステアラミドを、層に対して５０
０～１０００ｐｐｍで使用する。使用可能な適切なシリコーンオイルは、層に対して４０
０～６００ｐｐｍの負荷ですぐに表面にブルームしてくる３５０センチストークの低分子
量オイルである。しかしながら、フィルムを金属化又は高画質プロセス印刷で使用する場
合、金属バリア特性及び接着性を維持するために又はインク付着性、インクドットゲイン
の軽減という観点で高い印刷品質を維持するために、移行性スリップ添加剤の使用を回避
することが推奨される。
【００４３】
　多層フィルム、例えば、２層積層フィルム又は３層積層フィルムの実施形態の場合、上
述のインパクトコポリマー及びメタロセンエラストマーの混合樹脂層を、別の層と共押出
成形することができる。２層積層フィルム構造の実施形態において、混合樹脂層（Ａ）は
、コア層（Ｂ）の片面にシーラント層を含み得る。好ましくは、このコア層（Ｂ）はポリ
オレフィン樹脂含有層を含み、このポリオレフィン樹脂含有層はプロピレンホモポリマー
又はプロピレンコポリマーを含む。より好ましいのは、（Ａ）層の成分として使用したも
のと同一又は同様のタイプのエチレン－プロピレンインパクトコポリマーであり、例えば
上記のＴｏｔａｌ　５５７１アイソタクチックエチレン－プロピレンインパクトコポリマ
ー又は言及したその他のグレードである。（Ａ）層は、（Ｂ）コア層と同じ厚さになり得
るが、好ましくは（Ｂ）層より薄く、例えば（Ａ）層と（Ｂ）層とを合わせた総厚の約５
～５０％であり、より好ましくは（Ａ）層と（Ｂ）層とを合わせた積層フィルム構造の総
厚の１０～３０％である。このコアポリオレフィン樹脂含有層は、機械加工性及び巻き取
り性を支援するために、アモルファスシリカ、アルミノシリケート、ナトリウムカルシウ
ムアルミニウムシリケート、架橋シリコーンポリマー及びポリメチルメタクリレートから
成る群から選択されるアンチブロック成分を含むこともできる。望ましい場合は、上述し
たように、移行性スリップ添加剤、例えば、脂肪アミド又はシリコーンオイルも添加し得
る。ヒートシール性層（Ａ）とは反対のコア層（Ｂ）の面に放電処理を施すことによって
、接着剤等を介して積層するための面を強化し得る。放電処理は、上述したように、当該
分野で周知の幾つかの手段、例えば、コロナ、火炎、プラズマ又は選択された気体の制御
された雰囲気内での放電処理のいずれによっても行うことができる。
【００４４】
　３層積層フィルム構造の実施形態において、第３層（Ｃ）は、ヒートシール性混合樹脂
層（Ａ）とは反対のコア層（Ｂ）の面上に配置され得て、好ましくはポリオレフィン樹脂
含有層を含み、ポリオレフィン樹脂含有層は、プロピレンホモポリマー、コポリマー、タ
ーポリマー、ポリエチレン及びこれらの組み合わせから成る群から選択されるポリオレフ
ィンを含む。この第３層（Ｃ）はコア層（Ｂ）より薄くなり得、３つの層を合わせた厚さ
の２～３０％、好ましくは多層積層体の総厚の約５～１０％の厚さを有し得る。第３ポリ
オレフィン樹脂含有層は、機械加工性及び巻き取り性を支援するためにアモルファスシリ
カ、アルミノシリケート、ナトリウムカルシウムアルミニウムシリケート、架橋シリコー
ンポリマー、ポリメチルメタクリレートから成る群から選択されるアンチブロック成分及
び／又は脂肪アミド、シリコーンオイル等の移行性スリップ添加剤も含むことができる。
第３ポリオレフィン層は、積層、金属化、印刷又は接着剤若しくは材料でのコーティング
のための表面を有する放電処理層にもなり得る。
【００４５】
　これら全ての実施形態において、フィルム層は縦方向に一定量、１軸配向される。この
１軸配向こそが、引裂方向性又は引裂直線性を付与してフィルムをパウチ用途において有
用にしている。レトルトパウチ用途に適した優れ且つ適切なヒートシール開始及びシール



(11) JP 5411935 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

強度並びに優れた引裂方向性、引裂直線性を可能にするのは、この１軸配向と、特定のブ
テン含有量のメタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマーとの特定のゴム含有量及び
エチレン含有量のアイソタクチックエチレン－プロピレンインパクトコポリマーのヒート
シール性樹脂配合の組み合わせである。
【００４６】
　１軸縦方向配向の量は、縦方向に約３～７倍になり得て、好ましくは４～７倍、より好
ましくは４．８～６．０倍である。適切に滑らかで直線的な引裂特性がこれらの１軸配向
率で得られる。しかしながら、７：１の縦方向配向比を超えると、製品コスト及び機械効
率に影響する可能性があるフィルム破断等の加工性問題が生じ得る。また縦方向配向比が
３：１より低いと、一様ではないフィルムプロファイル、ゲージバンド等の加工性の問題
及び一様ではないストレッチマークが起こる可能性があり、これがより高い製造コスト及
びより低い機械効率につながる可能性もある。
【００４７】
　多層フィルムの上記実施形態において、それぞれの層を、２又は３層ダイ等の多層複合
化ダイを通して共押出成形し、冷却ロール上にキャストすることによって、更なる加工に
適した固形のフィルムを形成することができる。単層フィルムの場合、各層を単層ダイに
通して押出成形し、冷却ロール上にキャストすることによって、更なる処理に適した固形
のフィルムを形成することができる。押出成形温度は典型的には２３５～２７０℃に設定
され、ダイで得られる溶融温度は約２３０～２５０℃である。
【００４８】
　押出成形シートを速度６～１５ｍｐｍで冷却ドラム上でキャストして、その表面温度を
２０～６０℃に制御して、無配向積層シートを固化し得る。無配向積層シートを、約９０
～１１０℃、元々の長さの約３～約７倍、最も好ましくは約４．８～７倍の延伸比で縦方
向に延伸し得て、得られる延伸シートを縦方向配向セクションの最終ゾーンにおいて約１
３０～１５０℃でアニール又は熱硬化することによって、内部応力を低下させ、また熱収
縮を最小限に抑え、また寸法的に安定した１軸配向積層シートを得ることができる。配向
後、典型的なフィルム厚さは５０～２００μｍ、最も好ましくは７０～１００μｍになり
得る。次に、要望に応じて、１軸配向シートをフィルムの片面への放電処理過程、例えば
、電気的コロナ放電処理に供することによって、その他のフィルムへの積層に適した表面
を付与することができる。次に、片面を処理したフィルムを、ロール形態に巻き取り得る
。
【００４９】
　樹脂ブレンド層の放電処理面は、金属化され得る。非金属化積層シートをまずロールに
巻き得る。このロールを金属化チャンバ内に入れ、放電処理された混合樹脂金属受け層の
表面に金属蒸着を施し得る。金属フィルムにはチタン、バナジウム、クロム、マンガン、
鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、アルミニウム、金、パラジウムが含まれ得るが、ア
ルミニウムが好ましい。酸化金属も利用することができ、好ましくは酸化アルミニウムで
ある。金属層は、５～１００ｎｍ、好ましくは２０～８０ｎｍ、より好ましくは３０～６
０ｎｍの厚さ、１．５～５．０、好ましくは２．０～４．０、より好ましくは２．３～３
．２の光学濃度を有することができる。次に、金属化フィルムを、酸素・水分ガス透過率
、光学濃度、金属接着性、金属外観及び光沢について試験し得る。また接着積層構造に形
成することができる。
【００５０】
　本発明は、以下の実施例を参照することによってより良く理解することができ、実施例
は本発明の全範囲内の特定の実施形態について説明することを意図したものである。
【実施例】
【００５１】
実施例１
　層に対して９２質量％のエチレン－プロピレンインパクトコポリマー Ｔｏｔａｌ　５
５７１、４質量％のメタロセン触媒プロピレン－ブテンエラストマー Ｍｉｔｓｕｉ　Ｘ
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Ｍ７０７０及び４質量％のメタロセン触媒エチレン－ブテンエラストマーＭｉｔｓｕｉ　
Ａ４０８５Ｓの混合樹脂層を含む単層押出成形物品を、押出成形し、キャストし、縦方向
に４．８：１．０の延伸比で１軸配向した。樹脂成分をドライブレンドし、１軸スクリュ
ー押出成形機で押出成形し、艶消仕上げ冷却ロールを使用してキャストした。１軸配向後
のこのフィルム基体の総厚は、約７０μｍであった。フィルムを、フィルムの片面への放
電処理のためにコロナ処理装置に通し、ロール形態に巻き取った。フィルムを、引裂方向
性能、ヘイズ及びヒートシール特性について試験した。
【００５２】
実施例２
　実施例１を繰り返した。ただし、混合樹脂層は、縦方向に５．８：１．０の延伸比で配
向された。
【００５３】
実施例３
　実施例１を繰り返した。ただし、混合樹脂層は、縦方向に７．０：１．０の延伸比で配
向された。
【００５４】
実施例４
　実施例１と同様のプロセスを繰り返した。ただし、混合樹脂を８質量％のＭｉｔｓｕｉ
　ＸＭ７０７０及び０％のＭｉｔｓｕｉ　Ａ４０８５Ｓメタロセンエチレン－ブテンエラ
ストマーに変更した。フィルムは、縦方向に６．０：１．０の延伸比で配向された。
【００５５】
実施例５
　実施例４と同様のプロセスを繰り返した。ただし、混合樹脂層を９０質量％のＴｏｔａ
ｌ　５５７１及び１０質量％のＭｉｔｓｕｉ　ＸＭ７０７０に変更した
【００５６】
比較例１
　実施例１を繰り返した。ただし、混合樹脂層を縦方向に配向しなかった。フィルムは、
縦方向に１．０：１．０の延伸比で配向された。
【００５７】
比較例２
　実施例１と同様のプロセスを繰り返した。ただし、混合樹脂層はＴｏｔａｌ　５５７１
インパクトコポリマー１００質量％だけから成った。メタロセンエラストマーは含まれな
かった。
【００５８】
　実施例及び比較例（ＣＥｘ）の非積層特性を表１に示す。
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【表１】

【００５９】
　表が示すように、比較例１（ＣＥｘ１）は、フィルムの質量に対してそれぞれ９２％、
４％及び４％であるインパクトコポリマー Ｔｏｔａｌ　５５７１、プロピレン－ブテン
エラストマー Ｔａｆｍｅｒ　ＸＭ７０７０及びエチレン－ブテンエラストマーＴａｆｍ
ｅｒ　Ａ４０８５Ｓの配合混合物を使用した無配向対照フィルムである。この組成は優れ
たシール強度、シール開始温度（ＳＩＴ）及び良好なヘイズレベルを示した。しかしなが
ら、フィルムシートを切り込みから縦方向に沿って手で引き裂くと、引裂開始点の外観は
応力白化及び変形を示し、また引き裂かれた縁は不規則であり、縦方向に対して平行では
なく曲がってシート面の下方向に勢いよく裂けることが多い。ＣＥｘ１の引裂方向性は不
良であると考えられる。
【００６０】
　比較例２（ＣＥｘ２）は、縦方向に延伸比４．８：１．０で配向され、優れた引裂方向
性を示した。しかしながら、改質剤としてインパクトコポリマーにメタロセンエラストマ
ーが使用されなかった。この結果、１７７℃（３５０oＦ）でのヒートシール強度は、配
向され且ついくらかの量のメタロセンエラストマーを含有しているその他の実施例と比較
して極めて低い。このため、メタロセンエラストマーのインパクトコポリマーへの添加は
、引裂方向性／直線性を付与するために必要な配向の後にヒートシール強度を維持するの
に役立った。
【００６１】
　実施例１（Ｅｘ１）は、ＣＥｘ１と同じ配合を採用したフィルムを示す。ただし、この
フィルムは４．８ＭＤＸ延伸比で１軸配向された。この実施例のヒートシール強度及びＳ
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ＩＴは、ＣＥｘ１より若干低いが、極めて良好且つ使用に適したままである。ヘイズは全
くひけをとらないままである。しかしながら、引裂方向性は極めて優れており、切れ目か
ら滑らかに引き裂かれ、応力白化又は変形がなく、裂け目それ自体は極めて直線的な縁で
あり、シートの縦方向に平行である。Ｅｘ１の引裂方向性は優れ、またそのヒートシール
性能は良好であると見なされる。
【００６２】
　実施例２（Ｅｘ２）は、ＣＥｘ１と同じ配合を採用したフィルムを示す。ただし、この
フィルムは５．８ＭＤＸ延伸比で１軸配向された。この実施例のヒートシール強度及びＳ
ＩＴは、ＣＥｘ１及びＥｘ１より若干低いが、極めて良好且つ使用に適したままである。
ヘイズは全くひけをとらないままである。しかしながら、引裂方向性は極めて優れており
、切れ目から滑らかに引き裂かれ、応力白化又は変形がなく、裂け目それ自体は極めて直
線的な縁であり、シートの縦方向に平行である。
【００６３】
　実施例３（Ｅｘ３）は、ＣＥｘ１と同じ配合を採用したフィルムを示す。ただし、この
フィルムは７．０ＭＤＸ延伸比で１軸配向された。この実施例のヒートシール強度及びＳ
ＩＴは、ＣＥｘ１、Ｅｘ１、Ｅｘ２より若干低いが、極めて良好且つ使用に適したままで
ある。ヘイズは全くひけをとらないままである。しかしながら、引裂方向性は極めて優れ
ており、切れ目から滑らかに引き裂かれ、応力白化又は変形がなく、裂け目それ自体は極
めて直線的な縁であり、シートの縦方向に平行である。
【００６４】
　実施例１～３の結果は、フィルムの１軸配向によって引裂方向性・引裂直線性が、無配
向フィルム比較例より大幅に改善されることを示す。実施例１～３はまた、選択されたイ
ンパクトコポリマータイプ及びエラストマータイプの樹脂配合によって、シール開始温度
及びヒートシール強度の望ましいヒートシール特性が比較例より維持されることを示す。
しかしながら、縦方向配向延伸比を上昇させると、シール開始温度が徐々に上昇し、１７
７℃（３５０oＦ）でのシール強度が低下することが見て取れる。理論によって拘束する
ものではないが、配向を大きくするとフィルムのアモルファス領域がより規則正しくなる
ため、そのＴｇが上昇し、ヒートシール中の絡み合いを軽減すると考えられる。
【００６５】
　実施例４、５は変形例であり、メタロセンプロピレン－ブテンエラストマーだけをフィ
ルムブレンド物の成分としてインパクトコポリマーと共に使用している。縦方向配向は、
６．０：１．０の延伸比に設定され、優れた引裂方向性・引裂直線性が付与された。シー
ル開始温度は、メタロセンエチレン－ブテンエラストマーをその組成の一部として含む実
施例１～３より悪化した（すなわち、より高い温度）。しかしながら、メタロセンプロピ
レン－ブテンエラストマーだけを使用した場合、実施例４、５の１７７℃（３５０oＦ）
でのシール強度は実施例１～３より改善された。また、無配向であるＣＥｘ１のシール強
度に近づき得る。
【００６６】
　つまり、上記の実施例は、レトルト調理／殺菌で生じるパウチ内圧に耐えるために高く
気密性のあるシール強度が必要とされるレトルトパウチ化での使用において重要な高いシ
ール強度を維持し且つ依然としてフィルムの配向延伸によって付与される引裂方向性とい
う望ましい属性を得るための１つの方法を示す。フィルムの配向後、シール性能は悪化す
ると予測されるが、本発明では思いがけなく、フィルムを配向しても優れたシール性能が
示された。
【００６７】
試験法
　上記の実施例における様々な性質を、以下の方法で測定した。
【００６８】
　ヒートシール強度：テフロン被覆された上方加熱ヒートシールフラット顎部とゴムをガ
ラスクロスで覆った非加熱の下方シール顎部とを備えたＳｅｎｔｉｎｅｌシーラ、モデル
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１２　ＡＳＬを使用して２５ｐｓｉ、１．０秒の滞留時間で測定した。フィルムサンプル
は、Ｓｅｎｔｉｎｅｌシーラにおいて、所望の温度で自身にヒートシールされる（例えば
、１５４℃（３１０oＦ））。シーラの顎部へのフィルムの付着を防止するために、試験
フィルムを耐熱性フィルム、例えば、２軸配向ナイロン又はポリエチレンテレフタレート
フィルム（ＰＥＴ）上に載せることができる。次にこれら２枚のフィルムを、ナイロン又
はＰＥＴフィルムが最も外側にきてシーラの加熱された顎部と接触するように折り重ねる
。この時、試験フィルムは最も内側にくる層であり、熱及び圧力の印加で自身にシールさ
れる。１５～２０ｕｍの厚さのナイロン又はＰＥＴフィルムが推奨される。厚過ぎると、
試験フィルムへの熱移動が阻害される。試験フィルムを、フィルムの縦方向がヒートシー
ラの顎部に対して垂直になるようにしてヒートシーラの顎部の間に挿入するべきである。
ヒートシール温度を、望ましい間隔で、例えば、５．５６℃（１０oＦ）ずつ上昇させ得
る。個々のシール強度を、Ｉｎｓｔｒｏｎモデル４２０１引張試験機で測定する。ヒート
シールされたフィルムサンプルを２．５４ｃｍ（１インチ）幅の細片に縦方向に沿って切
断する。９０度Ｔ型剥離試験のために、上方及び下方Ｉｎｓｔｒｏｎクランプに２つのシ
ールされていない尾部を取り付け、シールされた尾部をこの２つのシールされていない尾
部に対して９０°の角度で支持する。ピーク及び平均シール強度を記録する。好ましい値
は、シール温度１７７℃（３５０oＦ）で最低８０００ｇ／ｉｎである。
【００６９】
　シール開始温度：ヒートシール開始温度（ＳＩＴ）を、テフロン被覆された上方加熱ヒ
ートシールフラット顎部とゴムをガラスクロスで覆った非加熱の下方シール顎部とを備え
たＳｅｎｔｉｎｅｌシーラ、モデル１２　ＡＳＬを使用して２５ｐｓｉ、１．０秒の滞留
時間で測定した。フィルムサンプルを、Ｓｅｎｔｉｎｅｌシーラにおいて、様々な所望の
シール温度で自身にヒートシールし、次に個々のシール強度を、ヒートシール強度の測定
に関して上述したように、Ｉｎｓｔｒｏｎモデル４２０１引張試験機を使用して測定する
。シール開始温度は、フィルムが最低２０００ｇ／ｉｎのヒートシール強度を示すシール
温度と定義される。好ましいＳＩＴ値は、最高１６６℃（３３０oＦ）以下である。
【００７０】
　フィルムの透明度を、実質的にＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従って１枚のシートのフィルム
のヘイズを測定することによって測定した。好ましいヘイズ値は７５％以下である。
【００７１】
　引裂方向性を、試験フィルム片の縁に切れ目を入れ、この切れ目から手で引き裂き始め
ることによって質的に試験する。切れ込みは、縦方向に平行に形成され、縦方向に沿って
引き裂かれる。引き裂きは、切り込みから手で始められ、応力白化又は変形が起こるか否
かについて観察した。引き裂く間、引き裂かれた縁の一貫性及び引き裂きの角度を観察す
る。良好な引裂方向性に関した好ましい観察結果は（１）応力白化又は変形がない、（２
）引き裂かれた縁が一貫していて、滑らかに引裂かれる、（３）切り込みからシートの幅
全体にわたって縦方向に対して平行に直線状に引き裂かれることである。切り込みからの
引き裂き開始で応力白化若しくは変形が見られる場合及び／又はぎざぎざに引き裂かれる
、或いは非直線的に又はフィルムの縦方向に対して非平行に引き裂かれる場合、引裂方向
性・引裂直線性に関して許容範囲外であるとみなされる。
【００７２】
　対象となる表面の濡れ張力を、実質的にＡＳＴＭ　Ｄ２５７８－６７に従って測定した
。一般に、好ましい値は、平均値４０ｄｙｎe／ｃｍ以上であり、最低３８ｄｙｎe／ｃｍ
である。
【００７３】
　本出願は、本文及び図において幾つかの数値範囲を開示している。開示の数値範囲は、
たとえ正確な範囲限度を明細書中で逐一記載していないとしても、本発明は開示の数値範
囲全てで実践可能であることから、本質的に開示の数値範囲内のいずれの範囲又は値も含
む。
【００７４】
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　上記の説明は、当業者による本発明の製造及び使用を可能にするために提示され、また
特定の用途及びその要件との関連で提供される。好ましい実施形態の様々な改変は当業者
に容易に明らかとなり、また本明細書中で定義される一般原理は、本発明の精神及び範囲
から逸脱することなくその他の実施形態及び用途にも適用され得る。したがって、本発明
は記載の実施形態に限定されることを意図されておらず、本明細書で開示の原理及び特徴
に一致した最も広い範囲に従う。最後に、本願で言及した特許及び出版物の開示は全て、
参照により全て本願に組み込まれる。
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