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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１層の一次層と少なくとも１層の二次層とを含むフィルムであって、前記一
次層は前記二次層よりも厚く、前記一次層は第１の融点を有し、且つ０．５％～４．５％
のエチレン含有率を有するプロピレン－エチレンランダムコポリマーを含み、前記二次層
は前記第１の融点より少なくとも２℃高い第２の融点を有し、且つ０．０１％～１．０％
未満のエチレン含有率を有するプロピレン－エチレンランダムコポリマーを含み、延伸フ
ィルムがΔｎ＞－２×１０－３である複屈折の差を示すように多層構造が二軸延伸されて
いるフィルム。
【請求項２】
　請求項１に記載のフィルムであって、延伸フィルムの単一方位走査最大がＷＡＸＳ透過
方位走査によって測定してＭＤに対して±７５°内であるように多層構造が二軸延伸され
ているフィルム。
【請求項３】
　請求項１に記載のフィルムであって、延伸フィルムが横方向（ＴＤ）で測定された屈折
率より大きい機械方向（ＭＤ）の屈折率を示すとともに延伸フィルムの単一方位走査最大
がＷＡＸＳ透過方位走査によって測定してＭＤに対して±７５°内であるように多層構造
が二軸延伸されているフィルム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のフィルムであって、機械方向（ＭＤ）から±７５
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°以下の角度に位置する単一特定方位走査最大であって、４０°～７５°の半ピーク高さ
での角全幅（ＦＷＨＭ）をさらに有する単一特定方位走査最大を多くとも示すか、または
等方性である単斜（１１０）結晶面からの広角Ｘ線散乱（ＷＡＸＳ）測定によって決定さ
れる結晶配向を提供するように多層構造が二軸配向されているフィルムであって、２０Ｊ
／ｃｍ２以下の基準またはＭＤに対して平行の破壊に対するエネルギーを有するフィルム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、テープ裏地として有用なフィルムに関し、より詳しくは、プロピレ
ン含有一次層および少なくとも１層のポリオレフィン含有二次層を含むとともに表面艶消
層などの表面仕上げ層をさらに含む多層ラミネート二軸配向裏地に関する。
【背景技術】
【０００２】
　市販されている感圧接着テープは、通常ロール状で提供され、テープディスペンサー上
で提供することが可能である（例えば、米国特許第４，４５１，５３３号および第４，９
０８，２７８号を参照すること）。一般に、市販されているディスペンサーは、金属鋸歯
状刃またはプラスチック鋸歯状刃のいずれかを有する。ディスペンサーが設けられていな
い場合、テープを手で引き裂くことができることが望ましい。
【０００３】
　接着テープの「切断可能性」は、所望のエネルギー量または仕事量でテープディスペン
サーの鋸歯状切断縁上の歯上でテープを引くことによりテープの一定長さを裁断または切
断する能力として定義される。切断可能性は「分配可能性」とも呼ぶ。切断されたテープ
が予想できない仕方で割れない、縦割れしない、破断しない、破壊しないことが望ましい
（米国特許第４，４５１，５３３号および第４，９０８，２７８号参照）。こうした切断
可能性は、切断されたテープストリップ上に綺麗に切断された切り口を生じさせるために
望ましい。
【０００４】
　接着テープは多くの異なるフィルムから製造される。強靱すぎる傾向があるとともに荷
重下にある間に破壊前に著しく伸びるフィルムは、特にプラスチック刃ディスペンサー上
でこうしたフィルムを切断するのを非常に難しくする。プラスチック刃付きテープディス
ペンサーは、ミネソタ州セントポールのミネソタマイニングアンドマニュファクチャリン
グカンパニー（Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ　Ｍｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎ
ｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ）から入手できるカタログ番号１０４　３Ｍ　Ｍａｇｉｃ（登録商標
）テープディスペンサーなどの手持ち式装置用に一般に用いられる。しかし、プラスチッ
ク刃付きテープディスペンサーは、一般に、配向したポリプロピレンテープを切断するの
に十分に鋭くなく耐久性でない。この理由で、二軸配向ポリプロピレンテープ用の代表的
なディスペンサーには、通常は、鋭い金属刃が装着されている。こうした金属刃ディスペ
ンサーは、プラスチック刃付きディスペンサーより高価であるとともに製造するのが難し
い。
【０００５】
　二軸配向アイソタクチックポリプロピレンフィルムは、靱性、低コスト、良好な色、防
水性、耐縦割れ性およびクラリティに関して周知されており、接着剤テープ裏地として長
く用いられてきた（米国特許第３，２４１，６６２号および第３，３２４，２１８号参照
）。けれども、上述したように、こうしたフィルムは、特にプラスチックディスペンサー
を用いて分配するのが、より難しい。さらに、こうしたフィルムは、手で引き裂くのが非
常に難しいことが考えられ、一般に、ある程度の指引き裂き性を可能にするのに十分な縁
欠陥を提供するために粗回転刃または平回転刃でスリットされる。この方法は、見苦しい
不均一縁およびずっと低下したテープ強度の原因になる。
【０００６】
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　切断可能で指引き裂き可能な接着テープ裏地フィルムを製造するためにポリオレフィン
フィルムを改善しようとする幾つかの試みがあった。
【０００７】
　例えば、ＪＰ第５３０３４８３４号には、より脆くて指引き裂き可能なフィルム裏地を
製造するために、ポリプロピレンと低分子量ポリオレフィンの混合物が記載されている。
米国特許第３，８８７，７４５号には、テープ交差方向の直線引き裂きを促進するために
厚い二次層が横（または垂直）方向に一軸配向されている２層ポリプロピレンテープが記
載されている。同様に、米国特許第３，９５２，０７３号および第４，０４５，５１５号
には、アイソタクチックポリプロピレンとランダムプロピレン－エチレンコポリマーのブ
レンドを含むテープ裏地が記載されている。その後、このテープ裏地は配向されて、フィ
ルムを横切って良好な指引き裂き性を有するフィルムを製造するために機械方向の場合よ
りも横方向の場合に大きい配向を有するフィルムを生じさせる。
【０００８】
　米国特許第４，４１０，５８２号には、指引き裂き性フィルム裏地を製造するために、
より高い結晶性の二次層より低い融点を有する低分子量ポリオレフィン一次層から成る逐
次二軸配向多層フィルムが記載されている。米国特許第４，１３７，３６２号には、アイ
ソタクチックポリプロピレンと他のポリオレフィンの単層ブレンドの逐次二軸配向によっ
て製造された接着剤テープ裏地が記載されている。米国特許第４，３９３，１１５号、米
国特許第４，４１４，２６１号およびＪＰ出願１１－第１９９８８３５号には、ブレンド
または層中にポリプロピレン－エチレンコポリマーまたは炭化水素樹脂を含む逐次二軸配
向多層フィルムが記載されており、この多層フィルムは、フィルムの脆い挙動を増加させ
ることによって指引き裂き性を促進することを意図している。
【０００９】
　同様に、米国特許第４，４４７，４８５号および米国特許第４，５１３，０２８号には
、より脆い構造を生じさせるために存在するポリメチルペンテンとブレンドされたポリプ
ロピレン含むベースシートを有する延伸フィルムが記載されている。ＪＰ出願６－第３０
５０１４号には、逐次二軸配向プロセスを用いて熱処理条件に起因して二次／一次構造を
作り出すポリプロピレン－エチレンコポリマーを含む単一組成単一シートフィルムが記載
されている。
【００１０】
　接着剤被覆面とは反対側に艶消面を有する感圧接着テープは、オフィス、小売店および
学校で用いるために一般に販売されている。これらのテープは、一般に、裂け目の補修、
メモの記入、および文書を一緒に添付するために紙と合わせて用いられ、そういうものと
して、感圧テープが、最終用途において見えないままであり、にもかかわらず下にある一
切の印刷を見ようとし明確且つ綺麗に写真複写しようとすることを見越していることが好
ましい。さらに、これらのテープの艶消面が、ボールペン、鉛筆およびパーマネントマー
カーなどの様々な書き込み器具で上に書き込むことが可能であることが好ましい。エンボ
ス艶消仕上げ付き酢酸セルロースフィルムは、優れた光学的特性および書き込み特性によ
って艶消接着テープ用の基材として主として用いられてきた。
【００１１】
　二軸配向ポリプロピレン（ＢＯＰＰ）フィルムは、優れた強度、防水性および低コスト
により接着テープ用のフィルム基材として広く用いられている。一般に、ＢＯＰＰフィル
ムにはフィルムの表面を単にエンボスすることによって艶消および／または書き込み性表
面を付与することができない。一般に、こうした方法は、ＢＯＰＰフィルムのベースポリ
プロピレン層の上に別の層を設けることを必要とする。ここで艶消面または書き込み性表
面の所望特性の幾つかは別の層によって提供される。
【００１２】
　こうした公知の別の層は、多くの場合、ブレンドの形を取った二種以上のポリマーを組
み合わせることによって製造されてきた。こうしたブレンド中のポリマーの少なくとも一
種は、ＢＯＰＰフィルム中のポリプロピレン主層に粘着力を提供するので通常はポリオレ
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フィンである。こうしたブレンド中のポリオレフィン系成分には、ポリプロピレン、プロ
ピレンに基づくコポリマーまたはターポリマー、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）などの
ポリエチレン、ポリプロピレン／ポリエチレンブロックコポリマー、極性基で変性された
エチレン系コポリマーまたはターポリマー、ブテン－１モノマーを含むポリマーおよびメ
チルペンテンポリマー（ＴＰＸ）が挙げられてきた。こうしたブレンド中の非ポリオレフ
ィン成分には、ポリスチレン、ポリアミド、ポリアルキルメタクリレートおよびポリエス
テルなどの熱可塑性プラスチックが挙げられてきた。さらに、公知の別の層組成物の一部
は、シリカ、炭酸カルシウムまたはクレーなどの無機充填剤を含んでいた。こうした公知
の別の層の例は、米国特許第５，５０１，９０５号、米国特許第５，４７４，８２０号、
米国特許第５，４２５，９９０号、米国特許第５，３６６，７９６号、米国特許第５，３
６４，７０４号、米国特許第４，９６０，６３７号、米国特許第４，５１３，０２８号、
米国特許第４，４４７，４８５号、ＥＰ第０３３８２４Ｂ１号およびＪＰ第７６０３２６
６８Ｂ号において見られる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、公知の方法のどれもが艶消外観の望ましい属性のすべてを兼ね備える艶消面を
満足に提供しないし、鉛筆、ボールペンおよびパーマネントインキマーカーで書き込むこ
とができないし、写真複写で「ゴースト」するし、製造するのが容易ではない問題が依然
としてある。特に、上述したすべての特性を提供するが、艶消外観を最適化するために押
出フィルムシートの徐冷を必要とせず、フィルムを延伸するために有用な温度範囲を限定
しない艶消層組成物が必要とされている。
【００１４】
　しかし、上述した代替方法のどれもが、強度、容易な分配性、容易な指引き裂き、良好
なクラリティ、良好な機械的強度および費用効果性の望ましいすべての属性を兼ね備える
接着テープ裏地を提供しない。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　簡単に言うと、本発明の一つの態様において、少なくとも１層の一次層と少なくとも１
層の二次層とを含む多層二軸配向フィルムであって、前記一次層は第１の融点を有するプ
ロピレン含有ポリマーを含み、前記二次層は第１の融点より高い第２の融点を有するプロ
ピレン含有ポリマーを含み、多層構造が二軸延伸されているフィルム多層二軸配向フィル
ムが提供される。好ましくは、この延伸フィルムは、機械方向（ＭＤ）から±７５°以下
の角度に位置する単一特定方位走査最大を多くとも示すか、または等方性である単斜（１
１０）結晶面からの広角Ｘ線散乱（ＷＡＸＳ）測定によって決定される結晶配向を示す。
単一方位走査最大は、約４０°～７５°の半ピーク高さでの角全幅（ＦＷＨＭ）をさらに
有する。
【００１６】
　別の実施形態において、各層は、ホモポリマー、コポリマーおよびブレンドなどを含ん
でよい。こうした実施形態において、本発明は、（ａ）一次層が全多層厚さ（接着剤組成
物層を除く）の少なくとも５０％を構成するとともに、一次層の主成分として表される第
１のポリマー成分を少なくとも５０％含有し、（ｂ）第２ポリマー成分の示差走査熱分析
融点（ＭＰｄｓｃ）が第１のポリマー成分のＭＰｄｓｃより高いように、二次層が二次層
（複数を含む）の主成分として表される第２のポリマー成分を少なくとも５０％含有する
多層フィルムを提供する。
【００１７】
　任意のポリマー成分も一次層に含めてよい。さらに、一次層の任意のポリマー成分は、
第１のポリマー成分とほぼ同じかまたは異なるＭＰｄｓｃを有してよい。但し、この任意
のポリマー成分または二種以上の成分が、望ましいフィルム属性が維持されるようなレベ
ルで存在することを条件とする。任意のポリマー成分（複数を含む）は適するいかなるポ
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リマーであってもよい。一般に、望ましい低レベルの曇り度を得るために、任意のポリマ
ー成分には、ポリプロピレンのホモポリマー、コポリマーおよびターポリマーなど、より
好ましくはポリプロピレンのホモポリマーまたはコポリマーなどのポリオレフィン含有ポ
リマーが含まれる。
【００１８】
　任意の中間層を用いてよく、任意の中間層を一次層ポリマーまたは二次層ポリマーのい
ずれかから主として構成することが可能であり、あるいは任意の中間層は二種のブレンド
または混合物であってよく、そして加工性およびフィルム特性を最適化するために別の成
分をさらに含有してよい。加工性を助けるために、種々の層のメルトフローレート（ＭＦ
Ｒ）が似た値を有することが好ましい。
【００１９】
　本発明は、特性の組み合わせ、特に低破壊抵抗、低指引裂抵抗、低曇り度、ＭＤでの低
引張強度および屈折率差（Δｎ）の組み合わせを示す切断可能で指引き裂き可能な接着ポ
リオレフィン系テープを有利に提供する。
【００２０】
　フィルムは、多くの好ましくて有用な特性の組み合わせを有する独特のフィルムを提供
するために二軸延伸される。本発明のフィルムは、単一の実施形態で特性のすべてを示す
とは限らず、そうでなく本フィルムは、特性を特定の目的のために調整できるようなフィ
ルムである。有用な特性には、以下の特性が挙げられるが、それらに限定されない。
【００２１】
　１．単一特定方位走査最大を多くとも示すか、または等方性である単斜（１１０）結晶
面からの広角Ｘ線散乱（ＷＡＸＳ）測定によって決定される結晶配向。
　２．基準ＭＤに対して約±７５°以内、好ましくは約±４５°以内、より好ましくは約
±２５°以内の角度に位置する前記最大。
　３．約４０°～約７５°の単一方位走査最大の幅（半ピーク最大での角全幅）。
　４．本明細書に記載されたように示差走査熱分析（ＤＳＣ）を用いて測定して少なくと
も約２℃、好ましくは少なくとも約５℃、より好ましくは少なくとも約８℃の一次層と二
次層の主成分間の融点差。ここで一次層の融点は二次層の融点より低い。
　５．ＭＤでの屈折率からＴＤで測定された屈折率を差し引くことにより計算された約－
３×１０－３より大きい、好ましくは０以上の屈折率差。
　６．幅２．５４ｃｍのサンプルを以下に記載された方法によって試験する時に２０Ｊ／
ｃｍ２以下、好ましくは１５Ｊ／ｃｍ２以下、より好ましくは１０Ｊ／ｃｍ２以下、ある
いは幅１．２７ｃｍのサンプルを以下に記載された方法によって試験する時に９０Ｊ／ｃ
ｍ２以下の破壊エネルギー。
　７．幅２．５４ｃｍのサンプルを以下に記載された方法によって試験する時に約１．３
ｃｍ以下、好ましくは１．０ｃｍ以下、あるいは幅１．２７ｃｍのサンプルを以下に記載
された方法によって試験する時に２．０ｃｍ以下の破壊伸び。
　８．ＭＤでの１４０ＭＰａ以下の引張強度。
　９．約４．０％未満、好ましくは約２．０％未満、より好ましくは約１．０％未満のＡ
ＳＴＭ・Ｄ１００３－９７に準拠した一次層および二次層の透過曇り度。
【００２２】
　一つの好ましい実施形態において、本発明は、少なくとも１層の一次層と少なくとも１
層の二次層とを含むフィルムであって、前記一次層は第１の融点を有するプロピレン含有
ポリマーである主成分を含み、前記二次層は前記第１の融点より高い第２の融点を有する
プロピレン含有ポリマーである主成分を含み、多層構造は二軸延伸され、延伸されたフィ
ルムは、機械方向（ＭＤ）から±７５°以下の角度に位置する単一特定方位走査最大を多
くとも示すとともに明確なピークを示さない単斜（１１０）結晶面からの広角Ｘ線散乱（
ＷＡＸＳ）測定によって決定される結晶配向を示すフィルムを提供する。単一方位走査最
大は、約４０°～７５°の間の半ピーク高さでの角全幅（ＦＷＨＭ）をさらに有する。
【００２３】
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　もう一つの実施形態において、本発明は、少なくとも１層の一次層と少なくとも１層の
二次層とを含むフィルムであって、前記一次層は第１の融点を有するプロピレン含有ポリ
マーの主成分を含み、前記二次層は前記第１の融点より高い第２の融点を有するプロピレ
ン含有ポリマーの主成分を含み、多層構造は二軸延伸され、延伸されたフィルムは、ＭＤ
での屈折率からＴＤで測定された屈折率を差し引くことにより計算された約－３．０×１
０－３より大きい屈折率差を示すフィルムを提供する。
【００２４】
　もう一つの実施形態において、本発明は、少なくとも１層の一次層と少なくとも１層の
二次層とを含むフィルムであって、前記一次層は第１の融点を有するプロピレン含有ポリ
マーの主成分を含み、前記二次層は前記第１の融点より高い第２の融点を有するプロピレ
ン含有ポリマーの主成分を含み、多層構造は二軸延伸され、延伸されたフィルムは、横方
向（ＴＤ）での屈折率とほぼ同じかまたは大きい機械方向（ＭＤ）での屈折率、換言する
とＭＤでの屈折率からＴＤで測定された屈折率を差し引くことにより計算された０以上の
屈折率差を示すフィルムを提供する。この差が約０である場合、フィルム配向は等方性で
あると言われる。
【００２５】
　なおもう一つの実施形態において、本発明は、少なくとも１層の一次層と少なくとも１
層の二次層とを含むフィルムであって、前記一次層は第１の融点を有するプロピレン含有
ポリマーである主成分を含み、前記二次層は前記第１の融点より高い第２の融点を有する
プロピレン含有ポリマーである主成分を含み、多層構造は二軸延伸され、延伸されたフィ
ルムは、機械方向（ＭＤ）から±７５°以下の角度に位置する単一特定方位走査最大を多
くとも示すか、または等方性である単斜（１１０）結晶面からの広角Ｘ線散乱（ＷＡＸＳ
）測定によって決定される結晶配向およびＭＤでの屈折率からＴＤで測定された屈折率を
差し引くことにより計算された約－３．０×１０－３より大きい屈折率差を示すフィルム
を提供する。
【００２６】
　なおもう一つの実施形態において、本発明は、少なくとも１層の一次層と少なくとも１
層の二次層とを含むフィルムであって、前記一次層は第１の融点を有するプロピレン含有
ポリマーである主成分を含み、前記二次層は前記第１の融点より高い第２の融点を有する
プロピレン含有ポリマーである主成分を含み、多層構造は二軸延伸され、延伸されたフィ
ルムは、機械方向（ＭＤ）から±７５°以下の角度に位置する単一特定方位走査最大を多
くとも示すか、または等方性である単斜（１１０）結晶面からの広角Ｘ線散乱（ＷＡＸＳ
）測定によって決定される結晶配向およびＭＤでの屈折率からＴＤで測定された屈折率を
差し引くことにより計算された０以上の屈折率差を示すフィルムを提供する。
【００２７】
　異なる表面仕上げを設けるために、少なくとも１層の表面仕上げ層を含めてよく、この
表面仕上げ層は、書き込み可能表面または艶消面および剥離面などを提供する組成物に限
定されない。
【００２８】
　別の実施形態において、少なくとも１層の一次層、少なくとも１層の二次層および少な
くとも１層の表面仕上げ層を含む艶消面多層フィルムであって、前記一次層は第１の融点
を有するプロピレン含有ポリマーを含み、前記二次層は前記第１の融点より高い第２の融
点を有するプロピレン含有ポリマーを含み、前記表面仕上げ層は、前記表面仕上げ層が艶
消外観を有するように相分離系を生じさせる非相溶性ポリオレフィンと無機または有機充
填剤粒子のブレンドまたは混合物を含み、多層フィルムは二軸延伸されるフィルムが提供
される。
【００２９】
　有利には、本発明の艶消面多層フィルムは、空隙も割れも特になく、曇り度は７０～９
０％であり、全％光透過率はＡＳＴＭ・Ｄ１００３（「Ｈａｚｅ　ａｎｄ　Ｌｕｍｉｎｏ
ｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ
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」）によって測定して９０％より大きく、光沢はＡＳＴＭ・Ｄ２４５７－９７（「Ｓｐｅ
ｃｕｌａｒ　Ｇｌｏｓｓ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｉｌｍｓ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ　Ｐ
ｌａｓｔｉｃｓ」）によって６０°の入射角で測定して１０％以下である。さらに、表面
仕上げ層は、鉛筆、ボールペンまたはパーマネントマーカーのような物を用いて書き込み
可能な層であることが可能である。
【００３０】
　有利には、本発明のフィルムは手で引き裂き可能であってよい。フィルムが（幅２．５
４ｃｍのサンプルで試験された時に）１０Ｊ／ｃｍ２以下の破壊エネルギーおよび１００
ＭＰａ以下の引張強度を有する時に、フィルムは手で引き裂くのが適度に容易であること
が見出された。フィルムが（幅２．５４ｃｍのサンプルで試験された時に）５Ｊ／ｃｍ２

以下の破壊エネルギーおよび５０ＭＰａ以下の引張強度を有する時に、フィルムは手で引
き裂くのにより容易である。
【００３１】
　さらに、実施形態のすべては、第１の一次層、二次層および第２の一次層を含む構造な
どの、別の一次層、二次層および表面仕上げ層を含めるようなやり方で構成してよい。さ
らに、中間層も用いてよく、中間層には、繋ぎ層、プライマー層およびバリア層などが挙
げられる。保護層も本発明の範囲を限定せずに加えてよい。上に関して提供された多層フ
ィルムは接着剤層で被覆して、手引き裂き性、分配可能性、書き込み性、艶消およびそれ
らの一切の組み合わせを得ることが可能である。
【００３２】
　本発明は、上述したフィルム、こうしたフィルムから製造されたテープ裏地、裏地を含
むテープ、およびフィルム、裏地およびテープを製造する方法を提供する。
【００３３】
　この出願において用いられる時、
　フィルムを説明するために本明細書において用いられる時、「二軸延伸」とは、フィル
ムの平面内で二つの異なる方向である第１の方向と第２の方向で延伸されたフィルムを意
味する。一般に、常にとは限らないが、二つの方向は実質的に垂直であり、フィルムの縦
方向すなわち機械方向（「ＭＤ」）（フィルム製造機でフィルムが製造される方向）およ
びフィルムの横方向（「ＴＤ」）（フィルムのＭＤに垂直の方向）である。ＭＤは、時に
は「縦方向」（「ＬＤ」）と呼ばれる。二軸延伸フィルムは逐次に延伸してよく、同時に
延伸してよく、あるいは同時延伸と逐次延伸のある組み合わせによって延伸してよい。さ
らに、こうした延伸は、釣り合いのとれたフィルムまたは釣り合いのとれていないフィル
ムを生じさせることが可能である。異方性の分子配向を有するフィルムは、本明細書に記
載された所望の特性属性が満たされるかぎり、フィルムのどの主軸にも平行に整列された
異方性を示してよい。
【００３４】
　フィルムを説明するために本明細書において用いられる時、「複屈折」とは、フィルム
の平面内で、すなわち、屈折率を測定するために用いられる入射直線偏光に対して直角の
平面内で二つの垂直軸に沿って測定して、フィルムが異なる屈折率値を有することを意味
する。このいわゆる「平面内」複屈折は、規定方向に平行の屈折率と第１の方向に垂直に
測定された屈折率の差である（Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃ
ｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２ｃｄ　ｅｄ．，ｖ．１４，ｐｐ．５５
２～５６２、Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ，ＮＹ（１９８７））。この場合、
複屈折（（ΔｎＭ－Ｔ）と表される）は、機械方向すなわち縦方向に平行に測定された屈
折率の値（ΔｎＭ）と表される）マイナス機械方向に垂直に測定された屈折率の値（Δｎ

Ｔ）と表される）として定義される。
　（ΔｎＭ－Ｔ）＝ｎＭ－ｎＴ，
ここで、屈折率の測定値は四桁の精度である（Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌ
ｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２ｃｄ　ｅｄ．，ｖ．１
０，ｐ．６０５～６０８、Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ，ＮＹ（１９８７））
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。
【００３５】
　フィルムを説明するために本明細書において用いられる時、「同時二軸延伸」とは、二
つの方向の各々において延伸のかなりの部分が同時に行われることを意味する。
【００３６】
　延伸の方法または延伸フィルムを説明するために本明細書において用いられる「延伸比
」とは、延伸フィルムの所定の部分の直線寸法対、延伸の前の同じ部分の直線寸法の比を
意味する。例えば、５：１のＭＤ延伸比（ＭＤＲ）を有する延伸フィルムにおいて、機械
方向で１ｃｍ直線測定値を有する未延伸フィルムの所定の部分は、延伸後に機械方向で５
ｃｍ測定値を有するであろう。９：１のＴＤ延伸比（ＴＤＲ）を有する延伸フィルムにお
いて、横方向で１ｃｍ直線測定値を有する未延伸フィルムの所定の部分は、延伸後に横方
向で９ｃｍ測定値を有するであろう。
【００３７】
　「面積延伸比」とは、延伸フィルムの所定の部分の面積対、延伸前の同じ部分の面積の
比を意味する。例えば、５０：１の全体的面積延伸比を有する二軸延伸フィルムにおいて
、未延伸フィルムの所定の１ｃｍ２部分は、延伸後に５０ｃｍ２の面積を有するであろう
。
【００３８】
　文脈によって特に要求されないかぎり、「配向する」、「ドローする」および「延伸す
る」という用語は全体を通して互換可能に用いられ、「配向された」、「ドローされた」
および「延伸された」という用語、ならびに「オリエンティング」、「ドローイング」お
よび「ストレッチング」という用語も同様である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明による２層フィルム構造を示す端面図である。
【図２】本発明による３層フィルム構造を示す端面図である。
【図３】本発明による５層フィルム構造を示す端面図である。
【図４】本発明による艶消面３層フィルム構造を示す端面図である。
【図５】一次層と二次層との間に繋ぎ層をさらに含む本発明による３層フィルム構造を示
す端面図である。
【図６】接着剤層をさらに含む本発明による３層フィルム構造を示す端面図である。
【図７ａ】逐次延伸フィルムの説明図である。
【図７ｂ】Δｎ＜－３．０×１０－３である時のＷＡＸＳ結果の図式説明図である。
【図８ａ】同時延伸フィルムの説明図である。
【図８ｂ】Δｎ＝０である時のＷＡＸＳ結果の図式説明図である。
【図９ａ】ＭＤ偏り同時延伸フィルムの説明図である。
【図９ｂ】Δｎ＞０である時のＷＡＸＳ結果の図式説明図である。
【図１０ａ】ＴＤ偏り同時延伸フィルムの説明図である。
【図１０ｂ】Δｎ＞－３．０×１０－３である時のＷＡＸＳ結果の図式説明図である。
【図１１】本発明のフィルムの切断縁の顕微鏡写真である。
【図１２】先行技術のフィルムの切断縁の顕微鏡写真である。
【図１３】本発明のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【図１４】本発明のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【図１５】本発明のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【図１６】先行技術のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【図１７】先行技術のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【図１８】先行技術のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【図１９】本発明のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【図２０】本発明のフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
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【００４０】
　少なくとも１層の一次層と少なくとも１層の二次層とを含む多層二軸配向フィルムであ
って、前記一次層は第１の融点を有するプロピレン含有ポリマーを含み、前記二次層は前
記第１の融点より高い第２の融点を有するプロピレン含有ポリマーを含み、多層構造は二
軸延伸され、延伸されたフィルムは、機械方向（ＭＤ）から±７５°以下の角度に位置す
る単一特定方位走査最大を多くとも示すか、または等方性である単斜（１１０）結晶面か
らの広角Ｘ線散乱（ＷＡＸＳ）測定によって決定される結晶配向を示す多層二軸配向フィ
ルムが提供される。単一方位走査最大は、約４０°～７５°の半ピーク高さでの角全幅（
ＦＷＨＭ）をさらに有する。
【００４１】
　今図１を参照すると、本発明の一つの好ましい実施形態によるフィルム１００の端面図
が示されている。フィルム１００は二軸配向され、一次層１５および二次層１０を含む。
好ましくは、フィルム１００は、約０．００２～約０．００６センチメートルの範囲内の
厚さを有する。
【００４２】
　好ましくは、フィルム１００は、少なくとも２層である、一次層１５および二次層１０
を有する多層ラミネート構造を含み、ここで一次層１５はプロピレン含有ポリマーを含み
、二次層１０は、一次層１５より高い融点を有するプロピレン含有ポリマーを含み、ここ
でフィルムは、本明細書に記載された望ましい特性を提供するために二軸延伸される。
【００４３】
　さて、図２を参照すると、本発明の一つの好ましい実施形態によるフィルム２００の端
面図が示されている。フィルム２００は二軸配向され、一次層２５および二次層２０、２
１を含む。ここで一次層２５は、二層の二次層２０、２１の間にある。二次層２０、２１
は、同じホモポリマーまたはコポリマーを含んでよく、それらは異なってよい。それらは
、コポリマー成分は同じであるが比は異なるか、あるいは、それらは、コポリマー成分自
体が異なる点で異なってよい。
【００４４】
　さて、図３を参照すると、本発明の一つの好ましい実施形態によるフィルム３００の端
面図が示されている。フィルム３００は二軸配向され、２層以上の一次層３５、３６およ
び３層以上の二次層３０、３１、３２を含み、ここで一次層３５、３６は二次層３０、３
１の二層の間にある。第３の層３２（二次層と呼ぶけれども）は、二層の一次層３５、３
６の間に配置してよい。内層３２が実際の二次層３０、３１と同じ特性および組成を有す
るので、「二次層」の名称が維持されることに注意すること。二次層３０、３１、３２は
、同じホモポリマーまたはコポリマーを含んでよく、あるいは、それらは異なってよい。
それらは、コポリマー成分は同じであるが比が異なるか、あるいは、それらは、コポリマ
ー成分自体が異なる点で異なってよい。さらに、一次層３５、３６は、同じホモポリマー
またはコポリマーを含んでよく、あるいは、それらは異なってよい。それらは、コポリマ
ー成分が同じであるが比が異なる点で異なってよく、あるいは、それらは、コポリマー成
分自体が異なる点で異なってよい。
【００４５】
　今図４を参照すると、本発明の一つの好ましい実施形態によるフィルム４００の端面図
が示されている。フィルム４００は二軸配向され、一次層４５、二次層４０および艶消面
外観を有する表面仕上げ層４２を含む。
【００４６】
　多様な構成を有するフィルムを本発明により組み立ててよい。但し、フィルム構造が二
軸延伸される時、機械方向（ＭＤ）から±７５°以下の角度に位置する単一特定方位走査
最大を多くとも示すか、または等方性である単斜（１１０）結晶面からの広角Ｘ線散乱（
ＷＡＸＳ）測定によって決定される結晶配向をフィルムが示すことを条件とする。
【００４７】
ポリオレフィンフィルムの多層の組成物
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　一次層、二次層、表面仕上げ層において用いられるポリマー、および一切の中間層（複
数を含む）ポリマーの分子量は、加工性および層間の付着力を最適化するように選択され
る。本発明の特に注目すべき一つのエレメントは、比較的高い分子量のポリマーを指引き
裂き性フィルムおよびテープを製造するために使用できることである。一般に、ポリマー
の高分子量は靱性を促進する。さらに、種々の層間の付着力を促進する不純物または添加
剤も組み込んでよい。
【００４８】
　本発明の目的において、「ポリプロピレン－エチレンランダムコポリマー」という用語
は、少なくとも約９０重量％のプロピレンモノマー単位を含むコポリマーを包含すること
を意味する。こうしたコポリマーは、一般に、知られているループ重合技術、スラリー重
合技術または気相重合技術を介してプロピレンおよびエチレンのフィードストリームの反
応器重合によって製造される（Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，Ｂｌ
ｅｎｄｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ，ｖ．２，ｅｄ．Ｊ．Ｋａｒｇｅｒ－Ｋｏｃｓ
ｉｓ，Ｃｈａｐｍａｎ　＆　Ｈａｌｌ，ＮＹ（１９９５））。
【００４９】
　本発明において二次層として用いるための「アイソタクチックポリプロピレン」という
用語は、少なくとも約８０モル％、好ましくは９５モル％より大きい鎖アイソタクティシ
ティ指数、約１５重量％未満のｎ－ヘプタン可溶分およびＡＳＴＭ・Ｄ１５０５－９６（
「Ｄｅｎｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｄｅｎｓｉｔｙ－Ｇｒａｄ
ｉｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ」）に準拠して測定して約０．８６～０．９２ｇ／ｃｍ３

の密度を有するホモポリマーポリプロピレンを包含することを意味する。ホモポリマーア
イソタクチックポリプロピレンは、一般に、高収率触媒およびプロピレンモノマーのみを
用いて製造される（Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｂｌｅｎｄｓ　
ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ，ｖ．１，ｅｄ．Ｊ．Ｋａｒｇｅｒ－Ｋｏｃｓｉｓ，Ｃｈ
ａｐｍａｎ　＆　Ｈａｌｌ，ＮＹ（１９９５））。
【００５０】
　本発明において用いるための代表的なポリプロピレンおよびプロピレン－エチレンラン
ダムコポリマーは、２３０℃の温度および２１６０ｇの力においてＡＳＴＭ・Ｄ１２３８
－９５（「Ｆｌｏｗ　Ｒａｔｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃｓ　ｂｙ　Ｅｘｔ
ｒｕｓｉｏｎ　Ｐｌａｓｔｏｍｅｔｅｒ」）に準拠して約０．１～２５ｇ／分の間、より
好ましくは約０．５～１５ｇ／１０分の間、なおより好ましくは約１．０～１０ｇ／１０
分のメルトフローレート、約１００，０００～９００，０００ｇ／モルの重量平均分子量
および約２～１５の間の多分散性指数を有する。樹脂または樹脂の組み合わせは、溶媒可
溶非結晶性ポリマー分および低分子量化学種などをさらに含んでよい。
【００５１】
　メルトフローレート（ＭＦＲ）は、ＡＳＴＭ１２３８－９５に記載されたように得られ
る。商業生産者は、一般に自らのポリマーのＭＦＲを報告する。ポリマーを特性決定する
もう一つの手段は、固有粘度（ＩＶ）を用いることである。高％（＞９５％）のプロピレ
ン単位を有するポリプロピレンまたはポリプロピレンコポリマーに関する固有粘度値は、
一般に、テトラリン、デカリンまたは他の適切な溶媒などの溶媒中で、規定された通常は
高い温度で測定される。ＡＳＴＭ４４６－９３には、この測定のために適する粘度計が記
載されている。「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎｓ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉ
ｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ」，ｅｄｓ　Ｃｏｒｎｅｒｉａ　Ｖａｓｉｌｅ　ａｎ
ｄ　Ｒａｙｍｏｎｄ　Ｂ．Ｓｅｙｍｏｕｒ，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋａｅｒ，Ｉｎｃ．Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９９３，（Ｐａｇｅｓ１４０～１４２）には、マーク－ホーウィンク
－サクラダの式を用いるＩＶと粘度平均分子量Ｍｖとの間の実験的相関およびハギンズの
式を用いるＩＶの決定が記載されている。これらの関係のすべては当業者に周知されてい
る。参考のために、Ｍｗは、約５の分子量分布を有する代表的な商用ポリプロピレンに関
してＭｖより約２０％高い。Ｍａｒｏｇｌｉｏ（Ｃｈｉｍ　Ｉｎｄ．（Ｍｉｌａｎ）４１
，８７９（１９５９））、ヤマグチ（Ｍａｋｒｏｍｏｌ　Ｃｈｅｍ，１２８，１９（１９
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６９））、Ｓｃｈｏｌｔｅ，ｅｔ　ａｌ．（Ｔ．Ｇ．Ｓｃｈｏｌｔｅ，Ｎ．Ｌ．Ｊ．Ｍｅ
ｉｊｅｒｉｎｋ，Ｈ．Ｍ．Ｓｃｈｏｆｆｅｌｅｅｒｓ，ａｎｄ　Ａ．Ｍ．Ｇ．Ｂｒａｎｄ
ｓ，Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．２９，３７６３－３７８２，（１９８４））、
Ｇｒａｎｄ　ａｎｄ　Ｄｉｅｃｋｍａｎｎ（Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．９，３
２３１－３２４４，（１９６５））およびＫｉｎｓｉｎｇｅｒ　ａｎｄ　Ｈｕｇｈｅｓ（
Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．６３，２００２－２００７，（１９５９））の結果は、デカリ
ン中で測定されたＩＶがテトラリン中で測定された時より約０．１５単位高いことを示し
ている。
【００５２】
　Ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，ｉｎ　Ｐｏ
ｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　Ｆｉｂｅｒｓ－Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｈｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ，Ｍ．Ａｈｍｅｄ，Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，ｐ．２６－２９　ａｎｄ　１５６－１６１，（
１９８２）には、ポリプロピレンに関するＩＶ（１３５℃でデカリン中）とＭＦＲとの間
の相関、ｌｏｇ　ＩＶ＝０．５０－０．１９７ｌｏｇ［ＭＦＲ］が示されている。
【００５３】
　ポリプロピレンまたはプロピレン－エチレンコポリマー樹脂は、特定のポリマーフィル
ム製造プロセスのために適する適切なメルトフロー樹脂を選択してよいのでメルトフロー
特性の面からは制約されない。
【００５４】
一次層
　さて、今層の組成物について言うと、一次層は、一次層ポリマー組成物の主成分のＭＰ

ＤＳＣが二次層ポリマー組成物の主成分のＭＰＤＳＣより少なくとも約２℃低いように、
（ｉ）プロピレンホモポリマーまたは（ｉｉ）二種以上のプロピレン含有ポリマーのブレ
ンドまたはミックスあるいは（ｉｉｉ）プロピレン含有ポリマーと他の適するポリマーの
ブレンドまたはミックスを含むプロピレン含有ポリマーを含む。
【００５５】
　一般に、一次層（複数を含む）の主成分の融点が二次層ポリマーの主成分の融点より約
２℃未満しか低くない場合、本発明のフィルムは指で引き裂くのが、より難しくなる。一
次層と二次層との間の融点の差に上限はないけれども、実用上の上限は、指引き裂き可能
で切断可能なテープ裏地に向けて製造するために本発明のフィルムを二軸延伸することを
可能にする限界である。
【００５６】
　適する一次層ポリマーには、プロピレンとエチレンのランダムコポリマーが挙げられ、
約０．５～４．５％のエチレン含有率が特に適する。他のＣ２～Ｃ８オレフィンポリマー
とのポリプロピレンコポリマーおよび数種のポリプロピレンコポリマーのブレンド、ある
いはポリプロピレン－エチレンコポリマーとポリプロピレンのブレンドも適する。この目
的で適するポリマーには、テキサス州ダラスのフィナオイル＆ケミカル（ＦＩＮＡ　ＯＩ
Ｌ　＆　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）製のＦＩＮＡ　ＰＰ６２５３およびテキサス州ヒュ
ーストンのエクソンケミカル（ＥＸＸＯＮ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）製のＥＸＸＯＮ
　ＰＰ９１２２が挙げられるが、それらに限定されない。
【００５７】
　他の適する一次層ポリマーには、場合によってチーグラーナッタ触媒系（例えば、米国
特許第５，４１６，２２８号参照）を用いて重合されたポリプロピレンより低い融点を有
するポリマーを生じさせるメタロセン型触媒を用いて重合されたポリプロピレンが挙げら
れる。メタロセン型触媒によるポリプロピレンの場合、アイソタクチックポリプロピレン
が好ましい。
【００５８】
　任意または副次的なポリマー成分（複数を含む）も一次層に含めてよい。但し、低破壊
エネルギーまたは低曇り度のような望ましいフィルム属性を維持できるようなレベルで任
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意のポリマー成分または二種以上の成分が存在することを条件とする。任意のポリマー成
分（複数を含む）は適するいかなるポリマーであってもよいが、低い曇り度レベルを得る
ために、一次層および二次層は、好ましくは、ポリオレフィンポリマー、コポリマーおよ
びターポリマーなど、より好ましくはポリプロピレンのホモポリマーまたはコポリマーか
ら選択される。
【００５９】
　特に適するポリプロピレンは、本明細書に記載された所望の特徴および特性に悪影響を
及ぼさない量で、約３００～８０００ｇ／モルの分子量を有するとともに約６０℃～１８
０℃の軟化点を有する合成起源または天然起源の樹脂も含んでよい。一般に、こうした樹
脂は、石油樹脂、スチレン樹脂、シクロペンタジエン樹脂およびテルペン樹脂の四主要ク
ラスの一つから選択される。任意に、これらのクラスのいずれかからの樹脂は、部分的に
または完全に水素添加されていてよい。石油樹脂は、一般に、単量体成分として、スチレ
ン、メチルスチレン、ビニルトルエン、インデン、メチルインデン、ブタジエン、イソプ
レン、ピペリレンおよび／またはペンチレンを有する。スチレン樹脂は、一般に、単量体
成分として、スチレン、メチルスチレン、ビニルトルエンおよび／またはブタジエンを有
する。シクロペンタジエン樹脂は、一般に、単量体成分として、シクロペンタジエンおよ
び任意に他のモノマーを有する。テルペン樹脂は、一般に、単量体成分として、ピネン、
アルファ－ピネン、ジペンテン、リモネン、ミルセンおよびカンフェンを有する。
【００６０】
　一次層中で用いられるポリマーは、出発ＭＦＲが０．１～２５ｇ／１０分である時（ま
たは１３５℃でデカリンまたはテトラリン中で測定されたＩＶが約１．７～５．０である
時）、あるいは、より好ましくはＭＦＲが０．５～１５ｇ／１０分である時（またはＩＶ
が約１．８５～３．６である時）、あるいは、なおより好ましくはＭＦＲが１～１０ｇ／
１０分である時（またはＩＶが約２．０～３．２である時）に適する。
【００６１】
　一次層のために適する一種のポリプロピレン－エチレンランダムコポリマーは、１．５
ｇ／１０分のメルトフローレートを有し、テキサス州ダラスのフィナオイルアンドケミカ
ル（ＦＩＮＡ　ＯＩＬ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から商品名６２５３で市販
されている。適するもう一種のポリマー樹脂は、２．１ｇ／１０分のメルトフローレート
を有するポリプロピレン－エチレンランダムコポリマー樹脂であり、テキサス州ヒュース
トンのエクソンケミカル（ＥＸＸＯＮ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から商品名Ｅｓｃｏ
ｒｅｎｅ９１２２で市販されている。ポリマー樹脂は、特定のポリマーフィルム製造プロ
セスのために適する適切なメルトフロー樹脂を選択してよいのでメルトフロー特性の面か
らは制約されない。これらのＭＦＲ値は、ＩＶ＞２．３（デカリンまたはテトラリン中で
１３５℃で測定されたもの）に相関する。
【００６２】
　一次層を構成するポリマーに関する好ましい重量平均分子量範囲は、約１５０，０００
～９００，０００ｇ／モルである。
【００６３】
二次層
　二次層ポリマーは、アイソタクチックポリプロピレンホモポリマーまたはエチレンおよ
びブチレンなどの０．０１～約１重量％未満のコモノマーを含むコポリマーなどのプロピ
レン含有ポリマーを含む（２℃のＭＰ差を満たすように）。この目的で適するポリマーに
は、テキサス州ダラスのフィナオイル＆ケミカル（ＦＩＮＡ　ＯＩＬ　＆　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｃｏ．）製のＦＩＮＡ　ＰＰ３５７１アイソタクチックポリプロピレンおよびテキ
サス州ヒューストンのエクソンケミカル（ＥＸＸＯＮ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）製の
ＥＸＸＯＮ　ＰＰ４７９２、およびペンシルバニア州ピッツバーグのアリステックケミカ
ル（Ａｒｉｓｔｅｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）製のＡｒｉｓｔｅｃｈ　ＦＦ０３６
Ｑ２が挙げられるが、それらに限定されない。適するポリマーには、チーグラーナッタ触
媒またはメタロセン触媒あるいはそれらの組み合わせを用いて重合されたポリマーが挙げ



(13) JP 5513573 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

られる。
【００６４】
　二次層（複数を含む）は、一次層コポリマーとポリプロピレンホモポリマーまたはコポ
リマーのブレンドも含んでよい。但し、二次層（複数を含む）組成物の主成分の融点が一
次層の主成分の融点より少なくとも約２℃高いことを条件とする。
【００６５】
　適する二次層ポリマーには、一次層ポリマー組成物より少なくとも約２℃高い融点を有
するアイソタクチックポリプロピレンまたはプロピレン－エチレンコポリマー、および一
種以上のプロピレンコポリマーおよびホモポリマーのブレンドまたは混合物が挙げられる
。さらに、二次層組成物は、隣接層間の粘着力を改善するために、アイソタクチックまた
は低エチレン含有率ポリプロピレン－エチレンランダムコポリマーと、より高いエチレン
含有率を有するポリプロピレン－エチレンランダムコポリマーのブレンドを含んでよい。
【００６６】
　二次層中で用いられるポリマーは、ＭＦＲが０．５～２５ｇ／１０分である時（あるい
は１３５℃でデカリンまたはテトラリン中で測定されたＩＶが約１．７～３．６である時
）に適する。
【００６７】
　二次層のためのエチレン含有率が０．０１～１．０％未満の適する一種のプロピレンコ
ポリマーは、約３．５ｇ／１０分のメルトフローレートを有し、ペンシルバニア州ピッツ
バーグのアリステックケミカル（Ａｒｉｓｔｅｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐ．）か
ら商品名ＦＦ０３６Ｑ２で市販されている。エチレン含有率が０．０１～１．０％未満の
二次層のために適するもう一種のポリマー樹脂は、約２．５ｇ／１０分のメルトフローレ
ートを有するポリプロピレン－エチレンランダムコポリマー樹脂であり、エクソン（ＥＸ
ＸＯＮ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）から商品名Ｅｓｃｏｒｅｎｅ４７９２で市販されている。エ
チレンを含まない二次層のために適するもう一種のポリマー樹脂は、約２．５ｇ／１０分
のメルトフローレートを有するプロピレンホモポリマー樹脂であり、テキサス州ダラスの
フィナオイルアンドケミカル（ＦＩＮＡ　ＯＩＬ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）
から商品名３３７４で市販されている。適するもう一種のポリマー樹脂は、約９．０ｇ／
１０分のメルトフローレートを有するプロピレンホモポリマー樹脂であり、テキサス州ダ
ラスのフィナオイルアンドケミカル（ＦＩＮＡ　ＯＩＬ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃ
ｏ．）から商品名３５７１で市販されている。ポリプロピレン樹脂は、特定のポリマーフ
ィルム製造プロセスのために適する適切なメルトフロー樹脂を選択してよいのでメルトフ
ロー特性の面からは制約されない。上述した適する樹脂は２．０より大きいＶＩに相関す
るＭＦＲ値を有する。
【００６８】
　二次層を構成するポリマーに関する好ましい重量平均分子量Ｍｗの範囲は、約１００，
０００～８００，０００ｇ／モルである。
【００６９】
表面仕上げ層
　さらに、フィルム構造は、艶消面および書き込み可能面を付与するために表面仕上げ層
を含んでよい。こうした表面仕上げ層は、非相溶性ポリマーのブレンドまたは混合物（す
なわち、相分離系を生じさせるブレンドまたは混合物）を含む。例えば、こうした非相溶
性ポリマーは、一般に、高い曇り度、低い光沢および艶消外観を示す。こうした非相溶性
ポリマーには、例えば、ポリプロピレンと低、中または高密度ポリエチレンのブレンド、
およびプロピレンコポリマーまたはターポリマーなどが挙げられる。艶消外観および書き
込み性などの特性をさらに改善するために、炭酸カルシウム、二酸化チタンまたはシリケ
ートなどの粒状添加剤を表面仕上げ層組成物に添加してよい。最後に、表面仕上げ層組成
物は、ポリスチレン、耐衝撃性改良ポリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネートおよ
びポリアミドなどのような他のポリマー種を含んでよい。ポリマーのこれらのクラスは、
例えば、低下した破壊エネルギー、改善された艶消外観およびバリア特性などのような全
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体的フィルム構造に特定の特性を付与することが可能である。
【００７０】
　代表的な表面仕上げ層組成物には、２３０℃の温度および２１６０ｇの力においてＡＳ
ＴＭ・Ｄ１２３８－９５（「Ｆｌｏｗ　Ｒａｔｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ
ｓ　ｂｙ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　Ｐｌａｓｔｏｍｅｔｅｒ」）に準拠して３０ｇ／分以上
、より好ましくは５０ｇ／１０分以上、なおより好ましくは約７５ｇ／１０分以上のメル
トフローレートを有するアイソタクチックポリプロピレンまたはプロピレン－エチレンラ
ンダムコポリマーなどのプロピレン含有ポリマーが挙げられるが、それらに限定されない
。プロピレン含有ポリマーの融点は１４０℃～１６５℃である。
【００７１】
　プロピレン含有ポリマーの選択は、一般に、一次層の配向温度に基づいて行われる。本
発明に関して、表面仕上げ層のプロピレン含有ポリマーの融点は、一次層の配向温度より
少なくとも２℃低い。表面仕上げ層のプロピレン含有ポリマーの融点は、本明細書に記載
されたように示差走査熱分析（ＤＳＣ）を用いて測定される。
【００７２】
　適するプロピレン含有ポリマーには、プロピレンとエチレンのランダムコポリマーが挙
げられ、約０．５～４．５％のエチレン含有率が特に適する。他のＣ２～Ｃ８アルファ－
オレフィンポリマーとのポリプロピレンコポリマーおよび数種のポリプロピレンコポリマ
ーのブレンド、あるいはポリプロピレン－エチレンコポリマーとポリプロピレンのブレン
ドも適する。この目的で適するポリマーには、テキサス州ダラスのフィナオイル＆ケミカ
ル（ＦＩＮＡ　ＯＩＬ　＆　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）製のＦＩＮＡ　ＰＰ３８６０お
よびＦＩＮＡ７８２５が挙げられるが、それらに限定されない。
【００７３】
　本発明の表面仕上げ層中で用いられる代表的な高密度ポリエチレンは、２３０℃の温度
および２１６０ｇの力においてＡＳＴＭ・Ｄ１２３８－９５（「Ｆｌｏｗ　Ｒａｔｅｓ　
ｏｆ　Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃｓ　ｂｙ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　Ｐｌａｓｔｏｍｅｔ
ｅｒ」）に準拠して１ｇ／分以下、より好ましくは０．５ｇ／１０分未満、なおより好ま
しくは０．２５ｇ／１０分未満のメルトフローレートを有する。本発明において用いられ
る高密度ポリエチレンの密度は、ＡＳＴＭ・Ｄ１５０５０－９６（「Ｄｅｎｓｉｔｙ　ｏ
ｆ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｄｅｎｓｉｔｙ－Ｇｒａｄｉｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎ
ｉｑｕｅ」）に準拠して測定して約０．９２～０．９７ｇ／ｃｍ３である。高密度ポリエ
チレンの融点は、１２０℃～１５０℃、好ましくは約１２５℃～１３５℃である。
【００７４】
　適する高密度ポリエチレンには、ポリエチレンホモポリマー、他のＣ２～Ｃ８アルファ
－オレフィンポリマーとのエチレンコポリマーおよび数種のポリエチレンコポリマーのブ
レンド、あるいはポリエチレンコポリマーとポリエチレンのブレンドが挙げられる。表面
仕上げ層中で用いるために適する一種の樹脂は、テキサス州ヒューストンのシェブロンケ
ミカル（Ｃｈｅｖｒｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から商品名ＨｉＤ（登録商標）９
６４０で市販されている高密度線状コポリマーである。
【００７５】
　本発明によると、表面仕上げ層の高密度ポリエチレンのメルトフローレート（２３０℃
および２１６０ｇの荷重で測定されたもの）対、プロピレン含有コポリマーのメルトフロ
ーレート（２３０℃および２１６０ｇの荷重で測定されたもの）の比は、優れた外観を有
する低光沢艶消面を設けるために、少なくとも１：３０、好ましくは０．２：３０、より
好ましくは０．２：１００であるのがよい。高密度ポリエチレンとプロピレン含有コポリ
マーのメルトフローレートの大きな差は、フィルムが表面仕上げ層のプロピレン含有ポリ
マーの融点より少なくとも２℃高い温度で配向されているかぎり、光沢が低い優れた艶消
外観および空隙も割れも特にない艶消面をもたらす。
【００７６】
　本発明の艶消層ブレンド中で用いられる適する粒状充填剤には、炭酸カルシウム、シリ
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カおよび二酸化チタンなどが挙げられる。本発明によると、微粒子のモース硬度は２より
大きいのがよい。粒状充填剤の平均直径が５μｍ以下、好ましくは３．５μｍ以下であり
、最大粒子径が１５μｍ以下であることが好ましい。粒状充填剤は、粒状充填剤の大きな
凝集物がないように表面仕上げ層中で適切に混合されるのがよい。艶消層ブレンド中で用
いるために適する一種の粒状充填剤は、ペンシルバニア州ベツレヘムのスペシャルティミ
ネラルズ（Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ）から商品名ＨｉＰｆｌｅｘ（登録商
標）１００で市販されている。
【００７７】
　本発明の好ましい実施形態において、表面仕上げ層は、２０～８０重量％の高密度ポリ
エチレンと８０～２０重量％のアイソタクチックポリプロピレンまたはプロピレン－エチ
レンランダムコポリマー、より好ましくは４０～６０重量％の高密度ポリエチレンと６０
～４０重量％のアイソタクチックポリプロピレンまたはプロピレン－エチレンランダムコ
ポリマーのブレンドを含む。高密度ポリエチレンとアイソタクチックポリプロピレンまた
はプロピレン－エチレンランダムコポリマーのブレンドに、鉛筆、ボールペンおよびパー
マネントマーカーで書き込むことができる表面を作るために５～３０重量％の粒状充填剤
、好ましくは１０～２０重量％の粒状充填剤が添加される。
【００７８】
　本発明の好ましい一実施形態によると、二軸配向後に、全体のフィルム構造の厚さは２
５～５０μｍであり、艶消層の厚さは２～７μｍ、より好ましくは３～５μｍである。
【００７９】
　本発明のフィルムは、優れた艶消外観を有するような所望の光学的外観を有する。本発
明の目的において、「艶消外観」は、低い表面光沢および高い曇り度を有するとして定義
される。「低い表面光沢」は、ＡＳＴＭ・Ｄ２４５７－９７（「Ｓｐｅｃｕｌａｒ　Ｇｒ
ｏｓｓ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｉｌｍｓ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ」
）によって６０°の入射角で測定して１０％以下の光沢の値として定義される。「高い曇
り度」は、ＡＳＴＭ・Ｄ１００３（「Ｈａｚｅ　ａｎｄ　Ｌｕｍｉｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓ
ｍｉｔｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ」）によって測定
して７０％より大きく９０％より小さい曇り度の値として定義される。フィルムの「全％
光透過率」は、ＡＳＴＭ・Ｄ１００３（「Ｈａｚｅ　ａｎｄ　Ｌｕｍｉｎｏｕｓ　Ｔｒａ
ｎｓｍｉｔｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ」）によって
測定して９０％より大きい。
【００８０】
　さらに、本発明は、鉛筆、ボールペンおよびパーマネントマーカーで書き込むことがで
きる表面を有するフィルムを提供する。こうした書き込み性を得るために、粒状充填剤は
、フィルムの表面上に書き込む時に、鉛筆の芯をすり減らすことができ、よって実線を生
じさせるように一般には２より大きいモース硬度を有する。
【００８１】
　技術上知られているような添加剤および他の成分をポリプロピレン組成物に含めてよい
。例えば、本発明のフィルムは、充填剤、顔料およ他の着色剤、粘着防止剤、滑剤、可塑
剤、加工助剤、核剤または透明剤（ｃｌａｒｉｆｙｉｎｇ）、帯電防止剤、粘着性付与樹
脂、酸化防止剤および熱安定剤、紫外線安定剤および他の特性改良剤を含有してよい。一
般に、こうした材料は、ポリマーを配向フィルムに作り込む前にポリマーに添加される（
例えば、フィルムに押し出す前にポリマー溶融物中に）。こうした添加剤および他の成分
は、当業者に知られうるような有効量で添加される。
【００８２】
中間層
　さて、図５を参照すると、種々の層５３、５５、５６の間にある中間層（複数を含む）
５１、５２があってよく、あるいは無くてよい。一般に、中間層（５１または５２）は、
二次層５３を一次層５６に、あるいは一次層５６を表面仕上げ層５５に「結合」するため
等の層付着力またはフィルム加工性を改善するために用いられる。こうした中間層は「繋
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ぎ層」と一般に呼ばれ、繋ぎ層のいかなる数も一次層、二次層および表面仕上げ層とのい
かなる組み合わせでも使用することができる。これは、両方の層と相溶性であるポリマー
組成物を用いることにより達成してよく、あるいは両方の層からの一部のポリマーを含む
層であってよく、よって良好な付着力および安定な溶融加工性を提供する。
【００８３】
　中間層は、必要ならば、加工性およびフィルム特性を最適化するために、一次層ポリマ
ーまたは二次層ポリマーのいずれかから主として構成することが可能であるか、または二
つのブレンドであってよいか、あるいは別の成分を含有してよい。組み合わせた二次層（
複数を含む）と中間層（複数を含む）の厚さは、全フィルム厚さの約５％～約５０％であ
ってよい。さらに、二次層組成物は、コーティングなどの後続の加工中に溶融に耐えるの
に十分に熱安定性でなければならない。
【００８４】
フィルムの加工－押出／キャスティング
　本発明の多層構造は、当業者に知られている装置によってシート状に溶融共押出し、キ
ャストすることができる。その後、こうしたキャストフィルムは、本明細書に記載された
好ましいフィルムに到達するために延伸される。本発明によるフィルムを製造する時に、
多層シートをキャストする適する方法は、押出機バレル温度を安定な均質溶融物を製造す
るために調節させた単一スクリュー押出機システム、二軸スクリュー押出機システムまた
は他の押出機システムの原料ホッパーに樹脂をフィードすることである。溶融物は、多層
またはマニホールド／フィードブロック形式のシートダイを通して回転冷却金属キャステ
ィングホイール上に共押出することが可能である。任意に、キャスティングホイールを流
体充填冷却浴に部分的に浸すことができ、あるいは任意に、キャスティングホイールから
除去後にキャストシートを流体充填冷却浴に通すことも可能である。この操作の温度は、
得られた延伸フィルムが本明細書に記載された所望の特徴および特性を有するように所望
の核形成の密度、サイズ、成長速度および層間粘着力を提供するために本明細書における
教示の恩恵を用いて当業者によって選択されうる。代表的なキャスティングホイール温度
および水浴温度は、適切に結晶化したシートを提供するために、約６０℃未満、好ましく
は約４０℃未満である。
【００８５】
フィルムの加工－延伸／配向
　本明細書に記載された好ましい方法によりフィルムを二軸延伸するために適するいかな
る装置も本明細書に記載された好ましい特性を得ることが可能である。
すべての延伸方法の内、テープ裏地用のフィルムの商用生産のために好ましい装置には、
速度が投入速度より速い排出フィルムライン速度を提供する一連の回転ロール上にフィル
ムを通すことにより一般には最初にＭＤに延伸し、その後分岐レール上でテンター内でＴ
Ｄ延伸する逐次二軸延伸装置、米国特許第４，３３０，４９９号および第４，５９５，７
３８号において開示された装置などの機械的テンターによる同時二軸延伸、米国特許第４
，６７５，５８２号、第４，８２５，１１１号、第４，８５３，６０２号、第５，０３６
，２６２号、第５，０５１，２２５号および第５，０７２，４９３号において開示された
同時二軸延伸用のテンター装置が挙げられる。二軸延伸フィルムをチューブラーブローフ
ィルムプロセスまたはバブルフィルム製造プロセスによって製造できるけれども、不均一
な厚さおよび延伸などの加工問題およびチューブラーブローフィルムプロセスで発生しう
る不適切な温度制御を避けるために、テープ裏地として用いる時には本発明のフィルムを
フラットフィルム延伸装置によって製造することが好ましい。
【００８６】
　配向の程度およびタイプまたは方向性は、特に特定の方向に加えられた荷重に関して延
伸フィルムの機械的特性をある程度決定する。配向した構造状態は、観察された機械的特
性とよく相関する（Ｒ．Ｊ．Ｓａｍｕｅｌｓ，「Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ
　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ」，Ｃｈ．５，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｎ．Ｙ．
およびＡ．Ｊ．ＤｅＶｒｉｅｓ，Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　＆　Ｓｃｉ
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ｅｎｃｅ，２３（５），２４１（１９８３））。
【００８７】
　延伸操作の温度は、本明細書に記載された所望の特徴と特性を有するフィルムを提供す
るために本明細書における教示の恩恵を用いて当業者によって選択されうる。これらの温
度は、用いられる材料、用いられる特定の装置の伝熱特性によって異なる。同時延伸裏地
に関しては、予熱および延伸が約１３０℃～２００℃の範囲内で行われることが好ましい
。
【００８８】
分子配向
　配向ポリマー系において分子配向を測定する幾つかの広く受け入れられた手段が存在し
、それらの中で、光散乱またはＸ線散乱、吸光度測定および機械的特性分析などがある。
定量的方法には、広角Ｘ線散乱（「ＷＡＸＳ」）、光学的複屈折、赤外二色作用、および
小角Ｘ線散乱（「ＳＡＸＳ」）が挙げられる。結晶鎖軸配向分布を決定する好ましい方法
は、原線維構造内の結晶平面がブラッグ角として知られている確立された角度で入射Ｘ線
ビームを散乱または回折するＷＡＸＳ技術である（Ａ．Ｗ．Ｗｉｌｃｈｉｎｓｋｉ，Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，３１（１１），１９６９（１９６０
）およびＷ．Ｂ．Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ，５（５），６３７（１９９
６）を参照すること）。ＷＡＸＳにおいて、結晶平面、例えば、ポリプロピレン分子鎖（
またはｃ－）軸に関する情報を含むアイソタクチックポリプロピレンの単斜（１１０）結
晶面を測定し、その後、サンプルの形状によって外部座標に関連づける。
【００８９】
　本発明フィルムは、好ましくは、ＭＤまたは基準方向「Ｒ」のいずれかに関して特定の
単結晶モルホロジー配向を有する。
【００９０】
　図７ａ～１０ｂを特に参照すると、図７ａ、８ａ、９ａおよび１０ａは、延伸フィルム
の配向状態の説明図である。特定の配列（ｏｒｄｅｒ）および配向を以下で記載する。図
７ｂ、８ｂ、９ｂおよび１０ｂは、それぞれ図７ａ、８ａ、９ａおよび１０ａにおいて示
された延伸フィルムの種々の値でのＷＡＸＳ結果の図式説明図である。
【００９１】
　本明細書において用いられる「基準方向」は、結晶配向の定義の基準となるフィルムの
平面内にある軸である。フィルムの機械的特性を決定する時、基準方向はフィルムが延伸
される方向である。フィルムを破壊するエネルギーを決定する時、基準方向は、本明細書
に記載された破壊試験に供する前にフィルムをぴんと張る方向である。ロール状の接着剤
テープに転換された裏地フィルムに関して、基準方向は、テープロールに巻き取ろうとす
る狭い幅にストックロールをスリットする方向である。一般に、常にとは限らないけれど
、基準方向は、フィルムの縦方向すなわち機械方向（ＭＤ）と同じである。
【００９２】
　本発明フィルムの特に有用な特性は、基準方向に対して±７５°以下の角度に位置する
単一方位走査最大を有するか、または等方性である単斜（１１０）結晶面からの広角Ｘ線
散乱測定によって決定される結晶配向を示すことである。記載された回折図は、代表的な
ＷＡＸＳ回折図の一つの四分区間、例えば、９０°～１８０°の方位角範囲の検査によっ
て検出された図である。図１７ｂ～１０ｂが０°～１８０°の角度の間の回折図を描いて
いるけれども、０°～９０°の領域が９０°～１８０°の領域の鏡像であると言える。０
°～１８０°のデータを描く選択は、約９０°角を中心に置いた回折図を可能にするため
に行われる。すなわち、ＭＤをより明確に見分けることを可能にするために行われる。単
一方位走査最大は、図９ａおよび９ｂに示されたように約４０°～７５°の半ピーク高さ
での角全幅をさらに有する。本発明フィルムが等方性結晶配向分布を有する場合、ＷＡＸ
Ｓ方位走査は、図８ａおよび８ｂに示されたように明確な最大を示さない。この場合、結
晶鎖軸配向はフィルムの平面内で均一に分配されている。
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【００９３】
　それに反して、少なくとも一方が基準方向に対して約±７５°より大きい角度に位置す
る図７ｂに示されたような二個以上のＷＡＸＳ方位走査最大、あるいは基準方向に対して
約±７５°より大きい角度に位置する単一特定ＷＡＸＳ方位走査最大の発生は、好ましく
ないほど延伸されたフィルムの特徴である。ピークまたは二個以上のピークが約４０°未
満の半ピーク最大での全幅（ＦＷＨＭ）をさらに有する場合、フィルム特性はそれによっ
て本発明の目的のために特に適さない。この場合、フィルムは、一般にはあまりにも伸び
やすく、めり込むか隙間ができる傾向があるテープロール、および市販接着剤テープディ
スペンサーの刃で切断された時に伸び、変形し応力白化する傾向があるテープを生じさせ
る。さらに、こうしたフィルムは、指を用いて引き裂くのが難しいか不可能であることが
判明している。
【００９４】
　フィルムの配向、または全体的なポリマー系が最も高度に配向されている方向を決定す
る好ましいもう一つの方法は、ＡＳＴＭ・Ｄ５４２－９５に記載されているようにフィル
ムの屈折率を測定することである。屈折率は、電磁波と材料中の分極性分子の相互作用の
理由による材料を通した電磁波の減速または光学的遅延を表す（Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉ
ａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ｖ．１
４，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎ，ＮＹ（１９８７））。ポリプロピレンおよびポ
リエチレンを含むポリオレフィンに関しては、屈折率は、電子の移動度または分極率が主
鎖化学結合に最大平行であるので、屈折率は主鎖方向に沿って最高である。ポリプロピレ
ンフィルムに関しては、主配向方向に平行に測定された屈折率は、この方向に垂直に測定
された屈折率より大きい。これを正の複屈折と呼ぶ。こうした場合、フィルムは、配向方
向に垂直より平行で大きな配向を有する。本発明の目的において、屈折率は、フィルムの
ＭＤ方向およびＴＤ方向で測定される。
【００９５】
　ＭＤでの屈折率がＴＤでの屈折率より低く、等方性ＷＡＸＳ方位走査またはここではＭ
Ｄであるとする基準方向に対して約±７５°以下に位置する特定単一ＷＡＸＳ方位走査最
大のいずれかをフィルムが示す場合、得られたフィルムは、特定の用途特性要件が満たさ
れるかぎり本発明においてなお有用でありうる。この場合の配向表現およびＷＡＸＳ描写
は、図１０ａおよび１０ｂに示されている。
しかしＭＤでの屈折率がＴＤでの屈折率より低く、少なくとも一方が基準方向に±７５°
より大きい位置にある二個以上のＷＡＸＳ方位走査最大または基準方向に±７５°より大
きい角度に位置する特定単一ＷＡＸＳ方位走査最大のいずれかをフィルムが示す場合、上
述したように、得られたフィルムは、本発明の目的のために適さないことが判明している
。
【００９６】
　フィルムを説明するために本明細書において用いられる時、「二軸延伸」とは、フィル
ムがフィルムの平面内で二つの異なる方向で延伸されていることを意味する。一般に、常
にとは限らないが、二つの方向は垂直である。二軸延伸フィルムは配向されており、逐次
に延伸してよく、同時に延伸してよく、あるいは同時延伸と逐次延伸のある組み合わせに
よって延伸してよい。フィルムを説明するために本明細書において用いられる時、「同時
二軸延伸」とは、二つの方向の各々において延伸のかなりの部分が同時に行われることを
意味する。本明細書において開示された本発明フィルムのＷＡＸＳ方位走査を説明するた
めに用いられる時、「単一最大」は、単斜アイソタクチックポリプロピレンの回折計幾何
学および結晶物理学によりＸ線走査によって精査された３６０°角範囲内で対称を示すＷ
ＡＸＳ透過方位走査から観察された単一屈曲として識別可能である。こうした単一最大は
、データ中のノイズ、および一般に最大値の１％未満の大きさを有する、ランダム配向を
有するポリマーマトリックスの部分に起因する散乱強度から区別可能である。
【００９７】
　一つの好ましい実施形態において、二軸面積延伸比は、約３０：１より大きい、より好
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ましくは約３６：１～９０：１、最も好ましくは約４５：１～９０：１である。面積延伸
比に関する上限は、かなりの高速において市販装置でフィルムをもう延伸できない実用的
限界である。ＭＤ延伸比は、好ましくは約４：１より大きい、より好ましくは約４：１～
８．５：１、なおより好ましくは約５：１～８．５：１、最も好ましくは約６．１：１～
８．５：１である。これらの実施形態のＭＤ成分とＴＤ成分は、本明細書に記載された所
望のフィルム特性および特徴を提供するように選択される。本発明のフィルムの配向が、
前述した範囲を下回る場合、フィルムは延伸不足になる傾向がある、すなわち、１．３ｃ
ｍより大きい破壊伸び値を示し、それは、切断中または手引き裂き中に過度の伸びにつな
がり、それは、歪んだ切断縁および応力白化につながる。さらに、不適切な延伸は、局所
的くびれおよびシートを横切る厚さと物理的特性の不均一性につながり、その両方は、接
着テープの製造の観点から非常に好ましくない。
【００９８】
　一つの好ましい実施形態において、機械方向延伸比は、機械方向での低い破壊抵抗およ
び限定的な破壊伸びを有する接着テープ裏地を提供するために、横方向延伸比とほぼ同じ
か、あるいは横方向延伸比より大きい。こうしたテープは、綺麗に切断された縁をもたら
すために市販テープディスペンサーの歯で切断中に伸びおよび歪みを避ける。
【００９９】
　特性および特徴は、好ましい実施形態に関して本明細書に記載されており、接着剤組成
物を上に被覆していなフィルムについての例に関して本明細書に報告されている。殆どの
場合、物品の特徴および特性が主として裏地によって決まり、接着剤、その他の層、コー
ティングによる影響は殆どないことが予想される。従って、上の好ましい特徴および特性
は本発明の接着テープにも当てはまる。
【０１００】
　機械的には、切断可能性（分配特性）は、テープ裏地が市販接着テープディスペンサー
の歯上で引かれる時の、テープ裏地の破壊荷重として考えることができる。同様に、手で
接着テープを引き裂く能力は、裏地が指の間で引かれる時の、裏地の破壊荷重として考え
ることができる。いずれの場合にも、破壊エネルギーと引張破壊伸びの両方は、使用のた
めの特定のテープ裏地の適性を評価するために用いられる。耐破壊性は、引張試験におい
て、またはテープ裏地をクランプ内に固定して保持し、テープが破壊するまで試験プロー
ブをテープ裏地に通す破壊試験によって評価することができる。手で切断可能且つ引き裂
き可能であるように十分に低い引張強度および低い破壊抵抗を有する二軸配向された多層
ポリオレフィン系テープまたはテープ裏地を得ることが望ましい。
【０１０１】
　多層二軸配向ポリマーフィルムに関して、切断可能性または引き裂き可能性に関する主
要な物理的特性は、一次層と二次層（複数を含む）との間の結晶性の相違、全体的な配向
および配向の方向である。これらの物理的特性は、次に、強度、靱性、引張破壊伸びおよ
び破壊抵抗などのフィルム機械特性を決める。切断可能且つ手引き裂き可能な接着テープ
が、縦テープまたは機械方向で特に低い破壊抵抗、低い引裂抵抗、低い破壊伸び不良およ
び低い引張強度の特性の組み合わせを示すことが望ましい。
【０１０２】
　本発明の場合、高い破壊抵抗または引裂抵抗を有するフィルムは、この靱性がテープ裏
地フィルムに関する所望の切断可能特性に反する点で切断可能接着剤テープ裏地として用
いるために不適である。さらに、接着剤テープ裏地は、コーティング操作中および乾燥操
作中に処理可能であるために、および縦収縮または熱不安定性によって引き起こされるこ
とが知られているめり込みまたは隙間形成を示さない接着剤テープの安定で均一なロール
を製造するために、寸法安定性、耐熱性且つ耐収縮性でなければならない。さらに、低破
壊抵抗と寸法安定性の組み合わせは、接着剤テープ裏地のために特に望ましい特性である
。
【０１０３】
接着剤被覆テープ
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　本発明のフィルムは、好ましくは約０．００２～０．００６ｃｍの間の最終厚さを有す
る接着剤被覆テープのための裏地として特に有用である。フィルム厚さの変動は好ましく
は約５％未満である。フィルムが好ましくないほど硬いかまたは堅いとともに取り扱いま
たは使用し難いほどに厚くない状態でありつつ、過度に薄っぺらいこと、および取り扱い
難いことを避けるのに十分に厚いのがよいことを理解した上で、より厚いフィルムおよび
より薄いフィルムを用いてよい。
【０１０４】
　本発明のフィルムは、スリーエム（３Ｍ）によって商品名Ｓｃｏｔｃｈ（登録商標）Ｍ
ａｇｉｃ（登録商標）テープまたはＳｃｏｔｃｈ（登録商標）Ｓａｔｉｎ（登録商標）テ
ープで販売されているものなどの接着剤被覆テープの構造において特に有用である。特に
図６を参照すると、接着剤層をさらに含む本発明によるこうした三層フィルム構造の端面
図が示されている。裏地または基材として本発明のフィルム６００を用いて、接着剤組成
物６２は裏地の第１の主表面上に被覆され、接着剤組成物６２は技術上知られているよう
な適するいかなる接着剤であってもよい。好ましい接着剤組成物は、圧力、熱またはそれ
らの組み合わせによって活性化できるものである。フィルム６００は二軸配向されており
、２層の二次層６０、６１の間にある一次層６５および２層の二次層６０、６１を含む。
二次層６０、６１は、同じホモポリマーまたはコポリマーを含んでよく、あるいは二次層
６０、６１は異なってよい。二次層６０、６１は、成分が同じであるが比が異なる（二種
以上の成分の場合）点で異なってよく、あるいは成分自体が異なる点で異なってよい。
【０１０５】
　接着剤層６２のために適する接着剤組成物は、アクリレート、ゴム樹脂、エポキシ、ウ
レタンまたはそれらの組み合わせに基づくものが挙げられるが、それらに限定されない。
接着剤組成物は、溶液コーティング法、水性コーティング法またはホットメルトコーティ
ング法によって塗布してよく、接着剤組成物には、ホットメルト被覆配合物、トランスフ
ァー被覆配合物、溶媒被覆配合物およびラテックス配合物、ならびに積層接着剤組成物、
熱活性化接着剤組成物および水活性化接着剤組成物を挙げてよい。
【０１０６】
　本明細書に記載された裏地は、ユーティリティテープ、ライトデューティテープ、シー
ルテープおよび補修テープを含む多くの接着テープ裏地用途のために適切である。本裏地
は順応性であるので、マスキングテープ裏地としても有用である。
【０１０７】
接着剤層
　本発明において有用な特に有用な接着剤には、すべての感圧接着剤が挙げられる。感圧
接着剤は、乾燥粘着性、永久粘着性、指圧以下の圧力による粘着性および被着物上に保持
する十分な能力を含む特性を有することが周知されている。
【０１０８】
　本発明において有用な接着剤の例には、ポリアクリレート、ポリビニルエーテル、天然
ゴム、ポリイソプレンおよびポリブタジエンなどのジエンゴム、ポリイソブチレン、ポリ
クロロプレン、ブチルゴム、ブタジエン－アクリロニトリルポリマー、熱可塑性エラスト
マー、スチレン－イソプレンブロックコポリマー、スチレン－イソプレン－スチレン（Ｓ
ＩＳ）ブロックコポリマー、エチレン－プロピレン－ジエンポリマーおよびスチレン－ブ
タジエンポリマーなどのブロックコポリマー、ポリ－アルファ－オレフィン、非晶質ポリ
オレフィン、シリコーン、エチレン酢酸ビニル、エチルアクリレートおよびエチルメタク
リレートなどのエチレン含有コポリマー、ポリウレタン、ポリアミド、エポキシ、ポリビ
ニルピロリドンおよびビニルピロリドンコポリマー、ポリエステル、および上述したもの
の混合物またはブレンド（連続相または不連続相）の一般組成物に基づくものが挙げられ
る。
【０１０９】
　さらに、接着剤組成物は、粘着性付与剤、可塑剤、充填剤、酸化防止剤、安定剤、顔料
、拡散性材料、硬化剤、繊維、フィラメントおよび溶媒などの添加剤を含有してよい。
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【０１１０】
　有用な感圧接着剤の一般的説明は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ
　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌ．１３，Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎ
ｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８８））にお
いて見られる。有用な感圧接着剤の別の説明は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏ
ｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１，Ｉｎｔｅｒ
ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９６４））において見
られる。
【０１１１】
　接着剤組成物の層などのコーティング層の付着力を改善するために、本発明フィルムは
、炎放電またはコロナ放電あるいは化学プライミングを含む他の表面処理にさらすことに
より任意に処理してよい。さらに、いかなるテープ構造も、粘着を防ぎ制限するために、
例えば、任意の低付着力バックサイズ材料などの別のコーティングを含むことができ、よ
って接着剤被覆テープ製造技術上周知されているように容易な巻き戻しができる接着テー
プロールの製造を考慮に入れている。
【０１１２】
　本発明の作用を以下の詳細な実施例に関してさらに説明する。種々の特定の実施形態お
よび技術ならびに好ましい実施形態および技術をさらに説明するためにこれらの実施例を
提示する。しかし、本発明の範囲内に留まりつつ、多くの変形および修正を行いうること
が理解されるべきである。
【実施例】
【０１１３】
試験方法
フィルムの引張特性の決定
　ＡＳＴＭ・Ｄ８８２－９７「Ｔｅｎｓｉｌｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｉｎ
　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ，」方法Ａに記載された手順に準拠して機械方向（
ＭＤ）破断点引張強度を測定した。試験の前に、フィルムを２２℃（７２°Ｆ）および５
０％相対湿度（ＲＨ）で２４時間にわたり状態調節した。ミネソタ州エデンプレーリーの
エムティーエスシステムコーポレーション（ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ）からＭｏｄｅｌ　Ｎｏ．Ｓｉｎｔｅｃｈ２００／Ｓとして市販されている引張試験
機を用いて試験を行った。この試験用の試験片は、幅２．５４ｃｍ長さ１５ｃｍであった
。１０．２ｃｍの初期顎距離および２５．４ｃｍ／分のクロスヘッド速度を用いた。６個
の試験片をＭＤでサンプルごとに試験した。
【０１１４】
破壊エネルギーの決定
　以下に記載したような変更を行ったＡＳＴＭ・Ｆ１３０６－９４に基づいた方法を用い
て、破壊エネルギーおよび破壊伸びを決定した。ミネソタ州エデンプレーリーのエムティ
ーエスシステムコーポレーション（ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）に
よって製造されたＭｏｄｅｌ　Ｎｏ．Ｓｉｎｔｅｃｈ２００／Ｓ引張試験機を試験のため
に用いた。ＡＳＴＭ・Ｆ１３０６－９４に記載された試験片掴み具を各プレートの中心に
径７．６２ｃｍの正方形開口を有する二つの硬いプレートを含むように修正した。ＡＳＴ
Ｍ・Ｆ１３０６－９４に記載された浸透（ｐｅｎｅｔｒａｒｉｏｎ）プローブを半球チッ
プを有する径０．３１８ｃｍの円筒スチールロッドと取り替えた。プランジャーアセンブ
リーの押しのけ量を各試験片の装填中および完全浸透（ｐｅｎｅｔｒａｒｉｏｎ）中に測
定した。試験用の試験片を以下に報告したように幅２．５４ｃｍのストリップまたは幅１
．２７ｃｍのストリップにＭＤに平行に切断した。試験片は、クランプアセンブリー内で
適切に掴むために長さ１２．７ｃｍであった。各試験を２５４ｃｍ／分の速度で行った。
少なくとも６個の試験片を決定ごとに試験した。試験の前に、２２℃（７２°Ｆ）および
５０％相対湿度（ＲＨ）で２４時間にわたりフィルムを状態調節した。
【０１１５】
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　試験ごとに、試験片をアセンブリー中に掴んだ。各試験片をプレート開口を横切って中
心に置いた。クランプアセンブリーの底プレートの一方側上にサンプルを保持するために
感圧接着剤テープの片を用いた一方で、サンプルが一定張力下で装填されたことを確実に
するために試験片の他方側に重り（７５ｇ）を吊した。その後、サンプルが試験中に滑ら
ないように、蝶ねじを用いてクランププレートを締め付けた。クランプアセンブリーをプ
ランジャーの下に置いて、プランジャーの経路がサンプルの中心を通るようにした。サン
プルを破壊するために要した全エネルギーおよび破壊伸びを決定した。
【０１１６】
　請求の範囲を含む本明細書において用いられる時、「破壊試験－２．５４ｃｍ」という
用語は、幅２．５４ｃｍのサンプルで行われたような丁度今記載した試験を指し、「破壊
試験－１．２７ｃｍ」という用語は、幅１．２７ｃｍのサンプルで行われたような丁度今
記載した試験を指す。
【０１１７】
　幅２．５４ｃｍのサンプルについて得られた破壊試験結果と幅１．２７ｃｍのサンプル
について得られた試験結果との間に相関関係が存在すると結論付けられた。すなわち、幅
１．２７ｃｍのサンプルについて得られた試験結果は、幅２．５４ｃｍのサンプルで測定
された同じフィルムタイプに関するよりも値が約３．２５～３．５倍高かった。
【０１１８】
広角Ｘ線散乱（ＷＡＸＳ）測定
　Ｐｉｃｋｅｒ４サークル回折計、銅Ｋα線、および散乱放射線のシンチレーション検出
器レジストリーの使用によって広角Ｘ線回折データ（ＷＡＸＳ）を集めた。回折計には固
定入口スリットおよび固定受取りスリットを装備した。有効基準方向軸が垂直に向き、回
折計２θ軸と一致している透過データ収集配置（ｇｅｏｍｅｔｒｙ）を用いた。Ｘ線発生
器を４０ｋＶおよび２５ｍＡの設定で運転した。入射Ｘ線ビームにさらされたフィルムの
部分下で裏地プレートも支持体も用いずに二重被覆接着テープを用いて、試験片をアルミ
ニウムホールダ上に取り付けた。
【０１１９】
　０．０５度ステップサイズおよび３０秒の計数時間を用いて５から３５度（２θ）まで
行ったサーベイステップ走査からポリプロピレンのピーク位置を突き止めた。３度ステッ
プサイズおよび１０分の計数時間を用いて、ポリプロピレン単斜（１１０）最大の方位ス
テップ走査を－１８０～＋１８０度（Ｘ）の計器設定から行った。得られた散乱データを
方位角と強度値のｘ－ｙ対に換算し（ｒｅｄｕｃｅｄ）、データ分析ソフトウェアＯＲＩ
ＧＩＮ（登録商標）（Ｏｎｅ　Ｒｏａｄｈｏｕｓｅ　Ｐｌａｚａ，Ｎｏｒｔｈｈａｍｐｔ
ｏｎ，ＭＡ．０１０６０のミコロカルソフトウェア（Ｍｉｃｒｏｃａｌ　Ｓｏｆｔｗａｒ
ｅ　Ｉｎｃ．）から入手できるＯＲＩＧＩＮ（登録商標）バージョン４．１）を用いてプ
ロファイルフィッティングに供した。方位走査で観察された強度最大を記載するためにガ
ウスの形状モデルを用いた。上述したプロファイルフィリング手順で測定された幅を直線
バックグラウンドモデルより上で半最大での全幅（ＦＷＨＭ）として解釈した。ＷＡＸＳ
の結果を表１に示している。
【０１２０】
屈折率の試験方法
　一般には機械方向（ＭＤ）であるとする基準方向に平行および垂直の方向でＡＳＴＭ・
Ｄ５４２－９５に準拠してフィルムサンプルの屈折率を測定した。屈折率を測定するため
に、米国ニュージャージー州ペニントンのメトリコンコーポレーション（Ｍｅｔｒｉｃｏ
ｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から入手できるＭｅｔｒｉｃｏｎ　Ｍｏｄｅｌ２０１０Ｐ
ｒｉｓｍ　Ｃｐｕｐｌｅｒを用いた。このモデルには、２００－Ｐ－１型プリズムおよび
低動力（公称０．５ｍｗ）Ｈｅ－Ｎｅレーザー（６３２．８ｎｍ）、ＣＤＲＨ／ＢＲＨ　
ＣｌａｓｓＩＩ光源が装備されていた。このシステムに関する屈折率範囲は１．８０未満
である。
【０１２１】
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　サイズ１．３ｃｍ×３．８ｃｍの試験片を測定しようとするフィルムサンプルから切り
出した。基準方向を光源に対して垂直に向けるように試験片をサンプルチャンバ内に装填
した。空気式作動カップリングヘッドによってプリズムのベースに試験片を接触させ、プ
リズムベースから光検出器上に反射するレーザービームによって試験片を走査した。入射
角（モード角）の特定の離散（ｄｉｓｃｒｅｔｅ）値で、光検出器に達する光の強度の急
激な低下が起きた。その後、第１のモードの角位置はフィルムの屈折率を決定する。
【０１２２】
　同様に、基準方向を水平に向けるようにサンプルを９０°（すなわち、垂直）回転させ
た後に、屈折率を決定した。その後、基準方向または横方向に垂直として付記されたこの
方向で屈折率を測定した。
【０１２３】
曇り度の試験方法
　実施例フィルム構造の曇り度をＡＳＴＭ・Ｄ１００３－９７に準拠して測定した。測定
において用いた曇り度計は、メリーランド州コロンビアのビーワイケーガードナーＵＳＡ
（ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ　ＵＳＡ）から入手できるＨｅｚｅ－ｇａｒｄプラス，Ｃａｔ
．Ｎｏ．４７２５であった。油、埃、塵、指紋が測定しようとする区画に存在しないよう
にフィルムシートからサイズ１５ｃｍ×１５ｃｍのサンプル試験片を切り出した。その後
、試験片を曇り度計の曇り口を横切って手で取り付け、測定を作動させた。１０回の曇り
度測定を行い、これらの１０回の測定の平均を本明細書における曇り度値として報告した
。
【０１２４】
融点の決定
　２５℃～２００℃の温度範囲を通して１０℃／分の加熱速度を用いるＤｕＰｏｎｔ　Ｍ
ｏｄｅｌ２１００示差走査熱分析計（ＤＳＣ）を用いて、ＡＳＴＭ・Ｅ７９４－９８に準
拠して樹脂サンプルの融点を決定した。約５ｍｇの樹脂サンプルを金属ＤＳＣ皿に装填し
、押し付け（ｃｒｉｍｐｅｄ）、試験チャンバにセットした。２５℃から２００℃まで１
０℃／分で窒素正圧下でサンプルを最初に加熱し、２００℃で３分にわたり保持し、１０
℃／分で２５℃に冷却し、その後、サンプルとＤＳＣ皿との間の良好な接触を確保するた
めに再走査し、第２の走査の吸熱ピークをポリマーサンプルの融点と解釈した。値を表１
において報告している。
【０１２５】
　本発明の作用を以下の詳細な実施例に関してさらに説明する。種々の特定の実施形態お
よび技術ならびに好ましい実施形態および技術をさらに説明するためにこれらの実施例を
提示する。実施例が示しているように、技術上一般に教示されているように公称機械延伸
比を記載することによってフィルムを定義するのではなく、本明細書に記載されたフィル
ムの好ましいモルホロジーを得るためにある程度までフィルムを延伸することによりフィ
ルムの所望の特性が得られる。しかし、本発明の範囲内に留まりつつ、多くの変形および
修正を行いうることが理解されるべきである。
【０１２６】
切断されたフィルム縁の光学顕微鏡法
　ディスペンサー刃を横切ってテープを真っ直ぐ下に引くことにより手によって切断プラ
スチック刃（ミネソタ州セントポールのミネソタマイニングアンドマニュファクチャリン
グカンパニー（Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ　Ｍｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎ
ｇ　Ｃｏｍｐａｎｙから本明細書の出願日付けで入手できる３Ｍカタログ＃１０５）で、
本発明により製造されたフィルムおよび本明細書に記載された比較フィルムを分配した。
こうして得られた試験片をガラス顕微鏡スライド上に取り付けて、切断縁の画像を得た。
ミネソタ州ミネアポリスのリーズプレシジョンインストルメンツ（Ｌｅｅｄｓ　Ｐｒｅｃ
ｉｓｉｏｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ．）から市販されているＯｌｙｍｐｕｓ　
ＢＨＳＭ　Ｔｙｐｅ　ＢＨ－２光学顕微鏡を用いて写真画像を得た。ＡＳＡ３０００のＰ
ｏｌａｒｏｉｄ（登録商標）　Ｔｙｐｅ５７白黒インスタントプリントフィルムおよび反
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射光によって写真画像を得た。各画像は、参照のために２ｍｍの尺度バーを含んでいる。
図１１は、上述したように切断された本発明のフィルムの縁である一方で、図１２は、こ
れも上述したように切断された先行技術フィルムの縁である。
【０１２７】
光沢の試験方法
　実施例フィルム構造の光沢をＡＳＴＭ・Ｄ２４５７－９７に準拠して測定した。測定に
おいて用いた光沢計は、メリーランド州コロンビアのビーワイケーガドナーＵＳＡ（ＢＹ
Ｋ－Ｇａｒｄｎｅｒ　ＵＳＡ）から入手できるＨｅｚｅ－Ｇｌｏｓｓ反射率計，Ｃａｔ．
Ｎｏ．４６０１であった。油、埃、塵、指紋が測定しようとする区画に存在しないように
フィルムシートからサイズ１５ｃｍ×１５ｃｍのサンプル試験片を切り出した。その後、
試験片を曇り度－光沢反射率計のサンプル支持台上に手で取り付け、測定を６０°の光入
射の角度で行う。
【０１２８】
鉛筆の％面積付着量
　鉛筆の％面積付着量を次のように決定した。重りを加えて６０角で鉛筆によりサンプル
上に書き込むために書き込み機を用いた。その後、鉛筆の芯の％面積付着量を決定するた
めに定量的画像分析を用いた。鉛筆の％面積付着量結果を表９に示している。比較として
、酢酸セルロースでの鉛筆の％面積付着量は０．９％であり、紙では０．４％である。
【０１２９】
全％光透過率試験方法
　実施例フィルム構造の全％光透過率をＡＳＴＭ・Ｄ１００３－９７に準拠して測定した
。メリーランド州コロンビアのビーワイケーガドナーＵＳＡ（ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ　
ＵＳＡ）から入手できるＨｅｚｅ－Ｇｌｏｓｓプラス，Ｃａｔ．Ｎｏ．４７２５を用いて
測定を行った。油、埃、塵、指紋が測定しようとする区画に存在しないようにフィルムシ
ートからサイズ１５ｃｍ×１５ｃｍのサンプル試験片を切り出した。その後、試験片を曇
り度計の曇り口を横切って手で取り付け、測定を作動させた。１０回の反復全％光透過率
測定を行い、これらの１０回の測定の平均を本明細書における透過率値として報告した。
【０１３０】
走査型電子顕微鏡写真（ＳＥＭ）
　Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｓ－５３０走査型電子顕微鏡を用いてフィルム表面の走査型電子顕微
鏡（ＳＥＭ）写真を撮影した。電子ビーム出力は２０ｋＶであった。倍率は１５０倍であ
った。
【０１３１】
実施例の作製
　実施例１～４９のフィルムの二次層および一次層のために用いたポリマー樹脂を表１に
記載し、実施例５０～５５を表６に記載する。用いた層比（重量）を表２および表７に記
載する。一次層の厚さが約９０％であった実施例２１および２２を除いて、すべての場合
に一次層の厚さを全フィルム厚さの約８０％で一定に保った。
【０１３２】
同時延伸プロセス
　米国特許第４，６７５，５８２号、第４，８２５，１１１号、第４，８５３，６０２号
、第５，０３６，２６２号、第５，０５１，２２５号および第５，０７２，４９３号に記
載されたプロセスを用いて、実施例１～４３に記載されたような同時二軸配向多層フィル
ムを作製した。ドイツのシーグスドルフのブリュックナーマシネンバウ（Ｂｒｕｃｋｎｅ
ｒ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ）によって製造された同時延伸装置で同時延伸プロセスを
行った。
【０１３３】
　実施例１において、多層フィルムは、二次層中で約２０％のプロピレンホモポリマーＢ
（一次層の各側で約１０％）を伴って一次層中で約８０％のプロピレンコポリマーＧから
成っていた。詳しくは、一次層に関しては、約２０２℃～２６５℃の溶融温度を有する安
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定な溶融物を生じさせるために、Ｂｅｒｓｔｏｒｆｆ６．０ｃｍ二軸スクリュー押出機を
用いた。
【０１３４】
　二次層に関しては、約１９５℃～２４５℃の溶融温度を有する安定な溶融物を生じさせ
るために、ＨＰＭ４．４５ｃｍ単軸スクリュー押出機を用いた。
【０１３５】
　セレクターハウジングが装備されたＣｌｏｅｒｅｎ３－層共押出ダイに溶融物を移送し
た。実施例１～実施例２０および実施例２７～実施例４３において、「ＡＢＡ」セレクタ
ープラグを設置し、ＨＰＭ押出機からのポリマー溶融物「Ａ」がチャンネルを通して流れ
るようにして、Ｂｅｒｓｔｏｒｆｆ押出機からの溶融物「Ｂ」を差し込み、よって三層、
二次／一次／二次または溶融物の「ＡＢＡ」サンドイッチを内部で形成し、その後、この
三層溶融物をスロットダイを通して押出し、約４．７～６．８メートル／分で回転してい
る水冷スチールキャスティングホイール上にキャストした。キャスティングホイールは、
内部水循環を用いて、そして水浴にキャスティングホイールを浸漬することにより２０℃
～３０℃の範囲の温度に維持されていた。キャストシートは、幅約３５ｃｍ、厚さ約０．
１５～０．２０ｃｍであった。
【０１３６】
　実施例２１および２２において、「ＡＢＢ」セレクタープラグを設置し、ＨＰＭ押出機
からのポリマー溶融物「Ａ」がチャンネル外の一つを通して流れるようにした。Ｂｅｒｓ
ｔｏｒｆｆ押出機からの溶融物「Ｂ」を一次に、そして両側の一方に送り、よって溶融物
の三層「Ａ／Ｂ／Ｂ」サンドイッチを内部で形成し、その後、この三層溶融物をスロット
ダイを通して押出した。キャスティングを既に記載したように完了した。
【０１３７】
　実施例２３～２６において、５－層構造を有する多層フィルムを作製した。構造を「Ａ
ＣＢＣＡ」構造と呼んでよく、「Ａ」二次層は、上述したようにＨＰＭ押出機を通して押
し出されたポリマー（複数を含む）から成り、「Ｂ」一次層は、上述したようにＢｅｒｓ
ｔｏｒｆｆ押出機を通して押し出されたポリマー（複数を含む）から成る。「Ｃ」層は、
３．８ｃｍのＤａｖｉｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄ単軸スクリュー押出機Ｍｏｄｅｌ　ＤＳ１５
を通して押し出されたポリマー（複数を含む）から成っていた。約２５０℃の溶融温度を
有する安定な溶融物が生成した。セレクタープラグを設置し、最初にポリマー溶融物「Ｃ
」をポリマー「Ｂ」溶融物ストリームの各側に送り、多層「ＣＢＣ」溶融物ストリームを
形成し、その後、ポリマー溶融物「Ａ」をこの「ＣＢＣ」多層ポリマー溶融物ストリーム
の各側に送った。その後、得られた「ＡＣＢＣＡ」層状溶融物ストリームはダイから出、
水冷スチールキャスティングホイール上へのキャスティングを既に記載したように完了し
た。「Ａ」層、「Ｂ」層および「Ｃ」層を構成するポリマー成分を表１および２において
明示している。
【０１３８】
　キャストシートを約６００℃に設定されたＩＲヒーターのバンクに通して、テンターオ
ーブン内で同時延伸する前にキャストフィルムを予熱した。キャストされ予熱されたフィ
ルムを直ちに縦方向（ＭＤ）および横方向（ＴＤ）に同時延伸して、二軸延伸フィルムを
生じさせた。約４５：１～約７５：１の最終面積延伸比を用いた。ＭＤおよびＴＤの比を
ＭＤＲについて約７．５～８．０倍およびＴＤＲについて約７．０倍でほぼ一定に保ち、
ＭＤとＴＤの各々でほぼ同じか、あるいは好ましくは、ＴＤの場合よりＭＤの場合に、よ
り大きくフィルムを延伸するようにした。
【０１３９】
　実施例ごとのテンターの予熱区画、延伸区画およびアニール区画内で用いたテンターオ
ーブン温度設定点を表３に記載している。実施例１に関しては、テンター内の予熱ゾーン
を約２０７℃に設定し、延伸ゾーンを約１７５℃に設定し、アニールゾーンを約１３０℃
に設定した。フィルムは厚さ約０．０３０ｍｍであり、スリット幅は約１２７ｃｍであっ
た。約４５メートル／分の巻き上げ速度を用いた。新しい刃が装備されたレーザーブレー
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ドカッターを用いて、フィルムを試験のために有用なサンプル幅に向けて機械方向および
横方向にスリットした（オフラインで）。フィルムの機械的特性を表４に示している。分
子配向データを表５ａおよび５ｂに記載している。
【０１４０】
逐次延伸プロセス
　実施例４４～４８を次の通り作製した。
【０１４１】
　実施例４４において、多層フィルムは、三台の押出機の産出量を基準にして一次層中の
約８０％のプロピレンコポリマーＧおよび二次層中の約２０％のプロピレンホモポリマー
Ｂ（ＰＰ－Ｂ）（一次層の各側で約１０％）から成っていた。
オハイオ州マウントギリードのＨ．Ｐ．Ｍによって製造された４．４５ｃｍの単軸スクリ
ュー押出機に一次ポリマーをフィードした。コネチカット州ポータケットのデービススタ
ンダード（Ｄａｖｉｓ－Ｓｔａｎｄａｒｄ）によって製造された２．５４ｃｍの単軸スク
リュー押出機（Ｍｏｄｅｌ番号Ｄ５－１０－ＨＭ１５）に一次の両側の一方（キャスティ
ングホイールに接触した側）上に二次層ポリマーをフィードした。ニュージャージー州Ｓ
．ハッケンサックのブラベンダー（Ｂｒａｂｅｎｄｅｒ）によって製造された３．１８ｃ
ｍの単軸スクリュー押出機（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｔｙｐｅ　ＳＰ－Ｔ２５０４Ｄ付き
Ｔｙｐｅ　Ｄ－５１）に一次の他方側（キャスティングホイールに接触しなかった側）の
二次層ポリマーをフィードした。約２４０℃～２６０℃に至る約１９４℃の押出機バレル
ゾーン加熱設定点を用いて、ポリマーを約２５２℃に加熱した。溶融物をフィードブロッ
クに移送し、溶融物の３層二次／一次／二次サンドイッチを内部で形成することを可能に
し、その後、このサンドイッチを１７．８ｃｍのシートダイを通して押し出した。ホイー
ルの一部が浸漬されている循環水浴で約６０℃に維持された回転平滑スチールキャスティ
ングホイール上に三層押出物をキャストした。キャスティングホイールの温度は、循環周
囲温度（６０℃）水によっても維持した。
【０１４２】
　キャストフィルムを１２５℃に内部加熱された一連のロール上に通し、約５：１の延伸
比に縦方向すなわち機械方向（ＭＤ）に延伸した。次に、ＭＤ延伸シートを分岐テンター
レール上で一連のクリップ内に縁状に掴み、約９：１の最終ＴＤ延伸比に交差方向すなわ
ち横方向（ＴＤ）に延伸した。特定の延伸条件およびテンター温度条件を表３に記載して
いる。得られた二軸延伸フィルムを室温に冷却し、その縁をレーザースリッティングによ
ってトリムし、約１０メートル／分でマスターロール上に巻き取った。フィルムは厚さ約
０．０２８～０．０３８ｍｍであり、スリット幅は約２５～３０ｃｍであった。新しい刃
が装備されたレーザーブレードカッターを用いて、フィルムを試験のために有用なサンプ
ル幅に向けて機械方向および横方向にスリットした。フィルムの特性を表４に示している
。分子配向データを表５ａおよび５ｂに記載している。
【０１４３】
結果および考察の節
　逐次配向プロセスを用いて実施例４４～４８を作製した。このプロセスは、一般に、過
度のＭＤ伸びおよびＷＡＸＳと複屈折測定によって決定されるような破壊エネルギーの高
い値を逐次サンプルが示す点で本発明の目的のためにあまり適さない。実施例４７は低い
破壊エネルギー値を示す一方で、このサンプルを伸びさせ、歪ませ、そして代表的な接着
テープディスペンサーを用いて切断するのを難しくなるようにする非常に高い伸びも示し
た。
【０１４４】
　実施例１および２は、一次層と二次層との間の望ましい融点差、および適切な配向をも
ったフィルムの例である。これらのサンプルは、低い破壊エネルギーおよび引張伸びを有
し、市販接着テープディスペンサーの刃で容易に切断した。さらに、さらに、これらの実
施例は、鋭利なレーザーブレードを用いて縁スリットした時でさえ、手で容易に引き裂か
れた。
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【０１４５】
　実施例３は、配向は適切であるが、二次層と一次層との間の融点の不適切な差を有する
フィルムである。これは、好ましくないほど高い破壊エネルギーおよび靱性を有するフィ
ルムを生じさせ、市販接着テープディスペンサーを用いて切断することを難しくさせる。
【０１４６】
　実施例１２は一次層中に核剤を含有しており、それは、フィルムにクラリティと改善さ
れた剛性を付与した。一般に、高い剛性または弾性率を有するフィルムは、従来のウェブ
取り扱い装置内で、より容易に取り扱われる。
【０１４７】
　実施例１５～２０は二次層中にブレンド樹脂を有し、ブレンド樹脂の大部分の成分は一
次層ポリマーに対する適切な融点差をもっていた。より低い融点の樹脂または一次層樹脂
でさえを二次層に組み込むと、外皮層と一次層との間の粘着力を改善し、加工性を助け、
あるいはクラリティを改善した。
【０１４８】
　実施例２１～２２は、適切な配向および低い破壊エネルギー値を提供するのに外皮層と
一次層との間で十分な融点差を有する２層構造を説明している。こうしたフィルムは、加
工中またはロール巻き戻し中に生じる応力が、別の層が存在するなら、その別の層の部分
離層を引き起こすのに十分に高い場合、特定の包装用途およびテープ裏地において有用で
ありうる。
【０１４９】
　実施例２３～２６は、層間付着力および必要とされる全体的フィルム特性を改良するた
めに繋ぎ層を組み込んだ５層フィルム構造を実証した。こうした繋ぎ層は、全体的なフィ
ルム機械的挙動に殆ど寄与しないように十分に少量で存在していた。
【０１５０】
　実施例２８～３０は、一次層中にブレンドする樹脂の効果、特に、より結晶性のアイソ
タクチックポリプロピレンの添加の効果を実証した。これらの場合、フィルムは増加する
破壊エネルギーを犠牲にして剛性を獲得したが、後続のコンバーティング操作での、より
安定なウェブ取り扱いを提供する際に有用であった。
【０１５１】
　実施例３２、３３および３５を同時二軸延伸して、５．５の低下したＭＤ延伸比を提供
した。驚くべきことに、これらの場合は引張伸びの増加を示す一方で、低い破壊エネルギ
ー値をなお保持し、そして容易に切断可能であったか、あるいは手で引き裂かれた。表５
ｂに示しているように、これらの実施例に関して測定された分子配向は若干の横特性をも
っていた。その特性は、驚くべきことに、こうしたフィルム裏地の破壊エネルギーまたは
有用性に強い影響を及ぼしていない。これは、実施例Ｃ－１～Ｃ－５に関してはそうでは
なかった。実施例Ｃ－１～Ｃ－５は、市販接着テープディスペンサーを用いて分配された
時に均等でないか歪んだ切断縁に加えて、大きな負の複屈折値、および続いて高いＭＤ引
張伸び、そして殆どの場合高い破壊エネルギー値をもっていた。
【０１５２】
　実施例３８および４１に加えて実施例３９、４０、４２および４３は、フィルムの一次
層に炭化水素粘着性付与樹脂を添加する効果を示している。これらの場合が示すように、
粘着性付与性樹脂は破壊エネルギーを改善するとともに破壊応力値を減少させる傾向があ
る。これらの実施例は、粘着性付与性樹脂を用いずに作製された比較例より顕著に剛性で
あった。前に述べたように、より剛性のフィルムは、後続のウェブ取り扱い操作に関して
、より軟らかいフィルムより好ましいことが多い。相互に接着することになる隣接フィル
ム層の傾向を増加させうる場合、表面への移行またはブリードを避けるために、こうした
樹脂を一次層に添加することが好ましい。
【０１５３】
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【表１】

【０１５４】
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【表２】

【０１５５】



(30) JP 5513573 B2 2014.6.4

10

20

30

40

【表３】

【０１５６】
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【表４】

【０１５７】
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【０１５８】



(33) JP 5513573 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

【表６】

【０１５９】
逐次延伸プロセス
　実施例５０～５５を次の通り作製した。
【０１６０】
実施例５０
　三層フィルム構造を作製した。この構造は、「Ｃ」表面層（キャスティングホイールに
接触しなかった側）、「Ｂ」コア層および「Ａ」二次表面層（キャスティングホイールに
接触した側）を伴った「ＡＢＣ」構造と呼ぶことができる。共押出プロセスを用いてフラ
ットフィルムダイから三層フィルムを作製した。
【０１６１】
　層Ａ、ＢおよびＣ中で用いたポリマーを表６に記載している。層Ｂおよび層Ａはポリマ
ーＰＰ１を含む。表面仕上げ層（層Ｃ）は、表７に記載されたような２０／４０／４０の
ＣＣ／ＰＰ２／ＨＤＰＥ２のブレンドを含む。ニュージャージー州サマビルのレイストリ
ッツ（Ｌｅｉｓｔｒｉｔｚ）によって製造された２７ｍｍの同時回転二軸スクリュー押出
機にＣＣを１．４ｋｇ／ｈｒで、ＰＰ２を２．７ｋｇ／ｈｒで、ＨＤＰＥ２を２．７ｋｇ
／ｈｒでフィードすることにより、このブレンドを調製した。約１９５℃～２３０℃のバ
レルゾーン加熱設定点を用いて、このブレンドを約２３０℃に加熱した。ストランドダイ
を通してブレンドを押出し、約１５℃の温度で維持された水浴にストランドを通した。そ
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の後、回転ナイフを用いてストランドをペレットに切断した。
【０１６２】
　オハイオ州マウントギリードのＨ．Ｐ．Ｍによって製造された４．４５ｃｍの単軸スク
リュー押出機にコア層（層Ｂ）ポリマーをフィードした。ニュージャージー州Ｓ．ハッケ
ンサックのブラベンダー（Ｂｒａｂｅｎｄｅｒ）によって製造された３．１８ｃｍの単軸
スクリュー押出機に表面層（層Ｃ）ポリマーブレンドをフィードした。コネチカット州ポ
ータケットのデービススタンダード（Ｄａｖｉｓ－Ｓｔａｎｄａｒｄ）によって製造され
た２．５４ｃｍの単軸スクリュー押出機に第２の表面層（層Ａ）ポリマーをフィードした
。約１９４℃～２５０℃の押出機バレルゾーン加熱設定点を用いて、ポリマーを約２５０
℃に加熱した。ポリマー溶融物を三層フィードブロックに、その後、幅１７．８ｃｍのシ
ートダイに移送した。両方ともテキサス州オレンジのクローレン（Ｃｌｏｅｒｅｎ）によ
って製造されたものである。約５０℃に維持された回転平滑スチールキャスティングホイ
ール上に厚さ１．３７ｃｍの三層シートをキャストした。その後、シートを２０℃の水浴
に浸漬する。
【０１６３】
　１２０℃に内部加熱された一連のロール上に通すことによりキャストフィルムを加熱し
、その後、縦方向すなわち機械方向（ＭＤ）で約５：１の延伸比に延伸した。次に、ＭＤ
延伸シートを分岐テンターレール上で一連のクリップ内で縁状に掴み、交差方向すなわち
横方向（ＴＤ）で約９：１の最終ＴＤ延伸比に延伸した。特定の延伸条件およびテンター
温度条件を表８に記載する。得られた二軸延伸フィルムを室温に冷却し、その縁をレーザ
ースリッティングによってトリムし、約１０メートル／分でマスターロール上に巻き取っ
た。フィルムは厚さ約０．０３０ｍｍであり、コア層（Ｂ）は厚さ約０．０２１ｍｍであ
り、各表面層は厚さ約０．００４５ｍｍである。フィルムの特性を表９に示している。図
１３に示したＳＥＭは、空隙および割れが特にない表面を示している。ＳＥＭは、低光沢
表面をもたらすフィルムの表面上の多数のリッジも示している。
【０１６４】
実施例５１
　実施例５０を繰り返した。層Ｃ中で用いたブレンドは、表７に記載したように２０／４
０／４０のＣＣ／ＲＣＰ３／ＨＤＰＥ２のブレンドを含んでいた。層Ｂ中で用いたポリマ
ーはＲＣＰ１を含んでいた。この実施例を作製するために用いられた加工条件を表８に示
している。フィルムの特性を表９に記載している。図１４に示したＳＥＭは、空隙も割れ
も低光沢表面をもたらすフィルムの表面上の多数のリッジも特にない表面を示している。
【０１６５】
実施例５２
　実施例５１を繰り返した。延伸温度Ｔ２を１４２℃に下げた。フィルムの特性を表９に
記載している。図１５に示したＳＥＭは、空隙も割れも低光沢表面をもたらすフィルムの
表面上の多数のリッジも特にない表面を示している。
【０１６６】
実施例５３
　層Ｃ中で用いたブレンドが表７に記載したように２０／４０／４０のＣＣ／ＲＣＰ２／
ＨＤＰＥ２のブレンドを含んで、実施例５２を繰り返した。ブレンド中で用いたランダム
コポリマーは、４ｇ／１０分のメルトフローをもっていた。曇り度値および光沢値に関し
ては、この実施例は表９に示したように本発明の所望値を達成しなかった。図１６に示し
たＳＥＭは、空隙および割れが特にない表面を示している。しかし、フィルム表面には多
数のリッジがなく、本発明の範囲外の光沢値を有するフィルムが生じた。
【０１６７】
実施例５４
　表８に記載されたように、より低い延伸温度Ｔ２で実施例５０を繰り返した。層Ｂ中で
用いたポリマーは、表７に示したようなＲＣＰ１を含む。延伸温度は、層Ｃのブレンド中
で用いたポリプロピレンの融点より低かった。フィルムの特性は、表９に示した所望の値



(35) JP 5513573 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

を満たさなかった。図１７のＳＥＭにおいて明らかなように、表面層の炭酸カルシウム粒
子を取り囲む大規模なポリマー空隙が存在した。鉛筆の芯で艶消面層を引っ掻き、そして
取り除かずには、フィルムの艶消面上に書き込むことができなかった。
【０１６８】
実施例５５
　層Ｃ中で用いたブレンドが表７に記載したように２０／４０／４０のＣＣ／ＰＰ２／Ｈ
ＤＰＥ１のブレンドを含んで、実施例５０を繰り返した。ブレンド中で用いた高密度ポリ
エチレンは、７ｇ／１０分のメルトフローをもっていた。この実施例の曇り度値および光
沢値は、表９に示したように本発明の所望値を達成しなかった。図１８に示したＳＥＭは
、空隙および割れが特になかった表面を示している。しかし、フィルム表面には多数のリ
ッジがなく、本発明の範囲外の光沢値を有するフィルムが生じた。
【０１６９】
同時延伸プロセス
　米国特許第４，６７５，５８２号、第４，８２５，１１１号、第５，８５３，６０２号
、第５，０３６，２６２号、第５，０５１，２２５号および第５，０７２，４９３号に記
載されたプロセスを用いて、実施例５６～５７に記載されたような同時二軸配向多層フィ
ルムを作製した。ドイツのシーグスドルフのブリュックナーマシネンバウ（Ｂｒｕｃｋｎ
ｅｒ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ）によって製造された同時延伸装置で同時延伸プロセス
を行った。
【０１７０】
実施例５６
　三層フィルム構造を作製した。この構造は、「Ｃ」二次層（キャスティングホイールに
接触しなかった側）、「Ｂ」一次層および「Ａ」表面仕上げ層（キャスティングホイール
に接触した側）を伴った「ＡＢＣ」構造と呼ぶことができる。共押出プロセスを用いてフ
ラットフィルムダイから三層フィルムを作製した。
【０１７１】
　層Ａ、ＢおよびＣ中で用いた材料を表６に記載している。このフィルム構造を表７に記
載している。
【０１７２】
　Ｃ層は、２０／４０／４０のＣＣ／ＲＣＰ３／ＨＤＰＥ２のブレンドを含む。ミシガン
州グランドラピッズのエーピーブイ（ＡＰＶ）によって製造された５０ｍｍの同時回転二
軸スクリュー押出機にＣＣを２０ｋｇ／ｈｒで、ＲＣＰ３を４０ｋｇ／ｈｒで、ＨＤＰＥ
２を４０ｋｇ／ｈｒでフィードすることにより、このブレンドを調製した。約１９０℃～
２３０℃のバレルゾーン加熱設定点を用いて、このブレンドを約２３０℃に加熱した。ス
トランドダイを通してブレンドを押出し、約１５℃の温度で維持された水浴にストランド
を通した。その後、回転ナイフを用いてストランドをペレットに切断した。
【０１７３】
　ドイツのハノーバーのベルシュトフ（Ｂｅｒｓｔｏｒｆｆ）によって製造された６．０
ｃｍの同時回転二軸スクリュー押出機にコア層（層Ｂ）ポリマーをフィードした。コネチ
カット州ポータケットのデービススタンダード（Ｄａｖｉｓ－Ｓｔａｎｄａｒｄ）によっ
て製造された３．８１ｃｍの単軸スクリュー押出機に上で調製された表面層（層Ｃ）ブレ
ンドをフィードした。オハイオ州マウントギリードのＨ．Ｐ．Ｍによって製造された４．
４５ｃｍの単軸スクリュー押出機に第２の表面層（層Ａ）をフィードした。約１９０℃～
２５０℃の押出機バレルゾーン加熱設定点を用いて、ポリマーを約２５０℃に加熱し、安
定な溶融物ストリームを生じさせた。
【０１７４】
　セレクターハウジングおよび「ＡＢＣ」セレクタープラグが装備されたＣｌｏｅｒｅｎ
３層共押出ダイに溶融物を移送し、ポリマー溶融物の３層「Ａ／Ｂ／Ｃ」サンドイッチを
スロットダイを通して押出し、約５．０メートル／分で回転している水冷スチールキャス
ティングホイール上にキャストするようにした。キャスティングホイールは、内部水循環
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【０１７５】
　キャストシートを約５００℃に設定されたＩＲヒーターのバンクに通して、テンターオ
ーブン内で同時延伸する前にキャストフィルムを予熱した。キャストされ予熱されたフィ
ルムを直ちに縦方向（ＭＤ）および横方向（ＴＤ）に同時延伸して、二軸配向フィルムを
生じさせた。約４９：１の最終面積延伸比を用いた。ＭＤおよびＴＤの比をＭＤＲについ
て約７．５倍およびＴＤＲについて約６．５～７．０倍でほぼ一定に保ち、ＭＤとＴＤの
各々でほぼ同じか、あるいは好ましくは、ＴＤの場合よりＭＤの場合に、より大きくフィ
ルムを延伸するようにした。
【０１７６】
　表８に記載されたように、予熱ゾーンで用いたテンターオーブン温度設定点は１７６℃
であり、延伸ゾーンでは１４０℃であり、アニールゾーンでは１３０℃であった。フィル
ムは厚さ約０．０３５ｍｍであり、スリット幅は約１２７ｃｍであった。フィルムを約３
７．５メートル／分の速度で巻き上げた。新しい刃が装備されたレーザーブレードカッタ
ーを用いて、フィルムを試験のために有用なサンプル幅に向けて機械方向にスリットした
（オフラインで）。
【０１７７】
　フィルムの特性を表９に示している。この実施例は、低い破壊エネルギーおよび引張伸
びを有し、市販接着剤テープディスペンサーの刃で容易に切断した。さらに、この実施例
は、鋭利なレーザーブレードを用いて縁スリットした時でさえ、手で容易に引き裂かれた
。図１９に示したＳＥＭは、空隙および割れが特にない表面を示している。ＳＥＭは、低
光沢表面をもたらすフィルムの表面上の多数のリッジも示している。
【０１７８】
実施例５７
　実施例５６を繰り返した。予熱温度Ｔ１を１８０℃に上げ、延伸温度Ｔ２を１４２℃に
上げ、アニール温度Ｔ３を１４５℃に上げた。フィルムの特性を表７に示している。この
実施例は、低い破壊エネルギーおよび引張伸びを有し、市販接着剤テープディスペンサー
の刃で容易に切断した。さらに、この実施例は、鋭利なレーザーブレードを用いて縁スリ
ットした時でさえ、手で容易に引き裂かれた。図２０に示したＳＥＭは、空隙も割れも低
光沢表面をもたらすフィルムの表面上の多数のリッジも特にない表面を示している。
【０１７９】
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【表７】

【０１８０】
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【表８】

【０１８１】
【表９】

【０１８２】
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【０１８３】
　本発明の種々の修正および変更は本発明の範囲と原理を逸脱せずに当業者に対して明ら
かになるであろう。本明細書で上述した説明的実施形態に本発明が不当に限定されないこ
とは理解されるべきである。すべての刊行物および特許は、それぞれの個々の刊行物また
は特許が、引用して援用されるべく明確に個別に指示されているのと同じ程度に本明細書
に引用して援用する。
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