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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、金属層を有する支持体と、樹脂により形成された樹脂層とが積層された積
層フィルムであって、
　前記樹脂層のＭＤ方向におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部の
スペクトル強度比Ａ（結晶部／非晶部）と、前記樹脂層のＴＤ方向におけるラマン分光法
で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ｂ（結晶部／非晶部）との差
分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が、０．０６～０．５１の範囲にある、積層フィルム。
【請求項２】
　ＭＤ方向の長さ９０ｍｍ、ＴＤ方向の幅１５０ｍｍの前記積層フィルムの中心において
、前記積層フィルムのそれぞれの対角を結ぶ２つの線上に、前記中心が中央となる長さ１
００ｍｍの２本の切れ込みを入れ、これを水平面に置いて２０℃で８時間静置した後、前
記水平面とは垂直方向において、前記水平面と前記中心との最大距離ｈが、０～３０ｍｍ
の範囲内にある、請求項１に記載の積層フィルム。
【請求項３】
　深絞り成形に供される積層フィルムである、請求項１または２に記載の積層フィルム。
【請求項４】
　前記樹脂層が、ポリオレフィンにより形成されてなる、請求項１～３のいずれかに記載
の積層フィルム。
【請求項５】
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　前記積層フィルムにおいて、前記支持体は、少なくとも、基材層と金属層とを有し、
　前記金属層の前記基材層とは反対側に前記樹脂層が積層されている、請求項１～４のい
ずれかに記載の積層フィルム。
【請求項６】
　包装材料として使用される、請求項１～５のいずれかに記載の積層フィルム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カールが抑制されており、成形時の金型の位置決めが容易な積層フィルムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基材層や金属層などの支持体の上に樹脂層が積層された積層フィルムが、例えば
包装材料などの様々な分野で広く使用されている（特許文献１）。包装材料として使用さ
れるような積層フィルムの中には、例えば電池用包装材料などのように、内容物を収容す
るための空間を形成することなどを目的として、深絞り成形に供されるものが存在する。
【０００３】
　深絞り成形に供される積層フィルムは、通常、帯状の積層フィルムとして製造され、適
当な大きさに切断することにより、種々の用途に使用される。切断された後の積層フィル
ムにおいて、積層フィルムが湾曲するカールと称される現象が生じる場合がある。積層フ
ィルムに大きなカールが生じていると、積層フィルムを成形する際に金型の位置決めが困
難となり、所望の精度で成形できずに歩留まりが低下するという問題がある。また、積層
フィルムの成形工程の効率が低下するという問題もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２８７９７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような状況下、本発明は、カールが抑制されており、成形時の金型の位置決めが容
易な積層フィルムを提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記のような課題を解決すべく鋭意検討を行った。その結果、少なくとも
、支持体と、樹脂により形成された樹脂層とが積層された積層フィルムにおいて、樹脂層
のＭＤ方向におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強
度比Ａ（結晶部／非晶部）と、樹脂層のＴＤ方向におけるラマン分光法で測定される前記
樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ｂ（結晶部／非晶部）との差分の絶対値｜Ｂ－
Ａ｜が、０．００～０．６０の範囲にあることにより、積層フィルムのカールが抑制され
、成形時の金型の位置決めが容易になることを見出した。
【０００７】
　すなわち、本発明は、下記に掲げる態様の発明を提供する。
項１．　少なくとも、支持体と、樹脂により形成された樹脂層とが積層された積層フィル
ムであって、
　前記樹脂層のＭＤ方向におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部の
スペクトル強度比Ａ（結晶部／非晶部）と、前記樹脂層のＴＤ方向におけるラマン分光法
で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ｂ（結晶部／非晶部）との差
分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が、０．００～０．６０の範囲にある、積層フィルム。
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項２．　ＭＤ方向の長さ９０ｍｍ、ＴＤ方向の幅１５０ｍｍの前記積層フィルムの中心に
おいて、前記積層フィルムのそれぞれの対角を結ぶ２つの線上に、前記中心が中央となる
長さ１００ｍｍの２本の切れ込みを入れ、これを水平面に置いて２０℃で８時間静置した
後、前記水平面とは垂直方向おいて、前記水平面と前記中心との最大距離ｈが、０～３０
ｍｍの範囲内にある、項１に記載の積層フィルム。
項３．　深絞り成形に供される積層フィルムである、項１または２に記載の積層フィルム
。
項４．　前記樹脂層が、ポリオレフィンにより形成されてなる、項１～３のいずれかに記
載の積層フィルム。
項５．　前記スペクトル強度比Ａと、前記スペクトル強度比Ｂとの和（Ａ＋Ｂ）が、１．
９５～２．６０の範囲にある、項１～４のいずれかに記載の積層フィルム。
項６．　前記支持体が、金属層を有する、項１～５のいずれかに記載の積層フィルム。
項７．　前記積層フィルムにおいて、前記支持体は、少なくとも、基材層と金属層とを有
し、
　前記金属層の前記基材層とは反対側に前記樹脂層が積層されている、項１～６のいずれ
かに記載の積層フィルム。
項８．　包装材料として使用される、項１～７のいずれかに記載の積層フィルム。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の積層フィルムは、樹脂層のＭＤ方向におけるラマン分光法で測定される前記樹
脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ａ（結晶部／非晶部）と、前記樹脂層のＴＤ方向
におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ｂ（結
晶部／非晶部）との差分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が、０．００～０．６０の範囲にあることに
より、積層フィルムのカールが抑制され、成形時の金型の位置決めが容易になる。このた
め、積層フィルムを所望の精度で成形することができ、歩留まりを向上させることができ
る。また、積層フィルムの成形工程の効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の積層フィルムの積層構造を示す模式的断面図である。
【図２】本発明の積層フィルムのカール量を説明するための模式図である。
【図３】ポリプロピレンにより形成された樹脂層について、ラマン分光法を用いて、樹脂
の結晶部と非晶部のスペクトル強度比（結晶部／非晶部）を測定した場合のスペクトルを
示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の積層フィルムは、少なくとも、支持体と、樹脂により形成された樹脂層とが積
層された積層フィルムであって、樹脂層のＭＤ方向におけるラマン分光法で測定される前
記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ａ（結晶部／非晶部）と、前記樹脂層のＴＤ
方向におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ｂ
（結晶部／非晶部）との差分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が、０．００～０．６０の範囲にあるこ
とを特徴とする。以下、本発明の積層フィルムについて詳述する。
【００１１】
　積層フィルムの積層構造
本発明の積層フィルムは、例えば図１に示されるように、支持体２と、樹脂層１が積層さ
れてなる。樹脂層１は、１層のみにより構成されていてもよいし、複数の層により構成さ
れていてもよい。
【００１２】
　また、支持体２を構成する層としては、例えば、基材層２１、金属層２２などが挙げら
れる。支持体２は、１層のみにより構成されていてもよいし、複数の層により構成されて
いてもよい。また、支持体２が基材層２１及び金属層２２を有する場合、本発明の積層フ
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ィルムは、図１に示されるように、基材層２１、金属層２２、及び樹脂層１の順に積層さ
れていることが好ましい。支持体２が基材層２１及び金属層２２を有する場合、基材層２
１と金属層２２との接着性を高めることなどを目的として、これらの層の間に、必要に応
じて接着層Ａ（図示しない）を設けてもよい。また、支持体２と樹脂層１との接着性を高
めることなどを目的として、これらの層の間（例えば、基材層２１と樹脂層１との間、金
属層２２と樹脂層１との間など）に、必要に応じて接着層Ｂ（図示しない）を設けてもよ
い。
【００１３】
　積層フィルムの各層の構成
［樹脂層１］
　積層フィルム１０において、樹脂層１は、樹脂により形成されており、支持体２の上に
積層されている。後述のように、本発明の積層フィルム１０を包装材料などとして用いる
場合、樹脂層１をシーラント層とすることができる。シーラント層は、包装材料によって
内容物を密封する際に、包装材料の最内層を構成する層である。内容物を密閉する際に、
シーラント層１の表面同士を互いに接触させ、接触した部分を熱融着して内容物を密封す
ることができる。
【００１４】
　上述の通り、積層フィルム１０は、通常、帯状の積層フィルムとして製造され、適当な
大きさに切断することにより、後述のような種々の用途に使用される。切断された後の積
層フィルム１０においては、積層フィルムが湾曲するカールと称される現象が生じる場合
がある。積層フィルムに大きなカールが生じていると、積層フィルムを成形する際に金型
の位置決めが困難となり、所望の精度で成形できずに歩留まりが低下するという問題があ
る。また、積層フィルムの成形工程の効率が低下するという問題もある。
【００１５】
　これに対して、積層フィルム１０においては、樹脂層１のＭＤ方向（樹脂層１を形成す
る際の流れ方向）におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペク
トル強度比Ａ（結晶部／非晶部）と、樹脂層１のＴＤ方向（ＭＤ方向とは同一平面の垂直
方向）におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比
Ｂ（結晶部／非晶部）と差分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が、０．００～０．６０の範囲にある。
積層フィルム１０においては、樹脂層１のスペクトル強度比Ａとスペクトル強度比Ｂとの
差分の絶対値が、このような範囲にあることにより、積層フィルムのカールが抑制され、
成形時の金型の位置決めが容易になる。この機序の詳細としては、次のように考えること
ができる。すなわち、樹脂層１においては、樹脂の結晶部と非晶部とが存在するが、スペ
クトル強度比Ａとスペクトル強度比Ｂとの差分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が上記のように小さい
（ＭＤ方向における結晶部と非晶部との割合と、ＴＤ方向における結晶部と非晶部との割
合との差が小さい）ため、ＭＤ方向とＴＤ方向における結晶部の割合の相違に基づく積層
フィルムの形状の歪みが抑制されており、結果として、積層フィルム１０のカール量ｈを
小さくすることができるものと考えられる。
【００１６】
　本発明において、積層フィルム１０のカール量ｈとは、積層フィルム１０の湾曲の程度
を示す指標であり、図２の模式図に示されるように、ＭＤ方向の長さ９０ｍｍ、ＴＤ方向
の幅１５０ｍｍの積層フィルム１０の中心Ｐにおいて、積層フィルム１０のそれぞれの対
角を結ぶ２つの線上に、前記中心が中央となる長さ１００ｍｍの２本の切れ込み（積層フ
ィルムを貫通している）を入れ、これを水平面３０に置いて２０℃で８時間静置した後、
水平面３０とは垂直方向おいて、水平面３０と中心Ｐとの最大距離ｈをいう。最大距離ｈ
は、ミツトヨ社製のハイトゲージを用いて測定する。
【００１７】
　積層フィルム１０のカール量ｈをより小さくして、成形時の金型の位置決めをより一層
容易にする観点からは、スペクトル強度比Ａとスペクトル強度比Ｂとの差分の絶対値｜Ｂ
－Ａ｜としては、好ましくは０．００～０．５０の範囲、より好ましくは０．００～０．
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３０の範囲が挙げられる。
【００１８】
　積層フィルム１０のカール量ｈとしては、好ましくは０～５０ｍｍ程度、より好ましく
は０～４０ｍｍ程度、さらに好ましくは０～３０ｍｍ程度が挙げられる。
【００１９】
　積層フィルム１０の樹脂層１における、ＭＤ方向における上記スペクトル強度比Ａと、
ＴＤ方向におけるスペクトル強度比Ｂとは、それぞれ、ＨＯＲＩＢＡ社製のＪＯＢＩＮ　
ＹＶＯＮを用いて、レーザー波長を６３３ｎｍとして測定した値である。
【００２０】
　なお、例えば、後述のように、樹脂層１を形成する樹脂としてポリプロピレンを用いた
場合には、ラマン分光法によるスペクトル測定において、図３の模式図に示されるように
、樹脂の結晶部のピークは８０９ｃｍ-1に観測され、非晶部のピークは８４２ｃｍ-1に観
測される。このように、樹脂の結晶部と非晶部とは、通常、異なる位置にスペクトルのピ
ークが観察されるため、ＭＤ方向及びＴＤ方向における結晶部と非晶部とのピーク強度を
測定し、得られた値から、スペクトル強度比Ａとスペクトル強度比Ｂを算出することがで
きる。
【００２１】
　また、積層フィルム１０においては、ＭＤ方向における結晶部と非晶部のスペクトル強
度比Ａと、ＴＤ方向における結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ｂと和（Ａ＋Ｂ）が、１
．９５～２．６０の範囲にあることが好ましい。積層フィルム１０においては、スペクト
ル強度比Ａとスペクトル強度比Ｂとの和が、このような範囲にあることにより、樹脂層１
表面に存在する滑剤量の大幅な変化を抑制し、安定した成形性を発揮しつつ、金型への滑
剤の塊の付着を効果的に抑制することが可能となる。この機序の詳細としては、次のよう
に考えることができる。すなわち、樹脂層１においては、樹脂の結晶部と非晶部とが存在
するが、樹脂層１内部に滑剤が含まれる場合、滑剤は、樹脂の非晶部に存在する。従って
、ＭＤ・ＴＤ方向における樹脂の非晶部と結晶部との割合の合計が上記の一定範囲にある
ことにより、温度変化等に伴う樹脂層１内部から表面への滑剤のブリードアウト量と、樹
脂層１の表面から内部への滑剤の移行量とを一定にすることが可能となる。その結果、樹
脂層１表面に存在する滑剤量の大幅な変化が抑制され、積層フィルム１０が安定した成形
性を発揮し、かつ、金型への滑剤の塊の付着が効果的に抑制されているものと考えられる
。
【００２２】
　ＭＤ方向における上記スペクトル強度比Ａと、ＴＤ方向における上記スペクトル強度比
Ｂの和としては、上記の範囲にあればよいが、樹脂層１表面に存在する滑剤量の大幅な変
化を抑制し、深絞り成形においても、安定した成形性を発揮させ、かつ、金型への滑剤の
塊の付着を抑制する観点からは、より好ましくは１．９５～２．４０の範囲、さらに好ま
しくは１．９５～２．３５の範囲が挙げられる。
【００２３】
　樹脂層１を構成する樹脂としては、特に制限されないが、樹脂層１は、熱可塑性樹脂に
より形成されていることが好ましい。熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリオレフィン、
環状ポリオレフィン、カルボン酸変性ポリオレフィン、カルボン酸変性環状ポリオレフィ
ンなどが挙げられる。
【００２４】
　ポリオレフィンとしては、具体的には、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高
密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレンなどのポリエチレン；ホモポリプロピレン、
ポリプロピレンのブロックコポリマー（例えば、プロピレンとエチレンのブロックコポリ
マー）、ポリプロピレンのランダムコポリマー（例えば、プロピレンとエチレンのランダ
ムコポリマー）などの結晶性または非晶性のポリプロピレン；エチレン－ブテン－プロピ
レンのターポリマーなどが挙げられる。これらのポリオレフィンの中でも、ポリエチレン
及びポリプロピレンが好ましく、ポリプロピレンが特に好ましい。
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【００２５】
　環状ポリオレフィンは、オレフィンと環状モノマーとの共重合体である。オレフィンと
しては、例えば、エチレン、プロピレン、４－メチル－１－ペンテン、スチレン、ブタジ
エン、イソプレンなどが挙げられる。また、環状モノマーとしては、例えば、ノルボルネ
ンなどの環状アルケン；シクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、シクロヘキサジエ
ン、ノルボルナジエンなどの環状ジエンなどが挙げられる。これらのポリオレフィンの中
でも、環状アルケンが好ましく、ノルボルネンがさらに好ましい。
【００２６】
　カルボン酸変性ポリオレフィンとは、ポリオレフィンをカルボン酸で変性したポリマー
である。変性に使用されるカルボン酸としては、例えば、マレイン酸、アクリル酸、イタ
コン酸、クロトン酸、無水マレイン酸、無水イタコン酸などが挙げられる。
【００２７】
　カルボン酸変性環状ポリオレフィンとは、環状ポリオレフィンを構成するモノマーの一
部を、α，β―不飽和カルボン酸またはその酸無水物に代えて共重合することにより、或
いは環状ポリオレフィンに対してα，β―不飽和カルボン酸またはその酸無水物をブロッ
ク重合またはグラフト重合することにより得られるポリマーである。カルボン酸変性され
る環状ポリオレフィンは、上記の環状ポリオレフィンと同様とすることができる。また、
変性に使用されるカルボン酸としては、上記の酸変性シクロオレフィンコポリマーの変性
に用いられるものと同様とすることができる。
【００２８】
　これらの熱可塑性樹脂の中でも、上記のスペクトル強度比Ａとスペクトル強度比Ｂとの
差分の絶対値を上記の範囲に設定することにより、積層フィルム１０のカール量ｈをより
小さくして、成形時の金型の位置決めをより一層容易にする観点からは、好ましくはポリ
オレフィン、環状ポリオレフィン、及びこれらのブレンドポリマー；さらに好ましくはポ
リエチレン、ポリプロピレン、エチレンとノルボルネンの共重合体、及びこれらの中の２
種類以上のブレンドポリマーが挙げられる。
【００２９】
　上記のスペクトル強度比Ａとスペクトル強度比Ｂとの和を上記の数値範囲に設定する方
法としては、例えば、樹脂層１を構成する樹脂として、上記で例示した樹脂を使用し、さ
らに、樹脂層１の形成時に冷却するチルロールの温度を、例えば、１０以上、５０℃未満
に設定する方法が挙げられる。当該温度が１０℃未満の場合は、フィルムと樹脂層との剥
離性が悪化し、剥離する際、破れ等が発生する。一方、５０℃以上とすると、結晶部の割
合が大きくなり、積層フィルムの成形時における滑剤の析出量が多くなりすぎ、安定した
成形性が発揮されにくくなる。
【００３０】
　樹脂層１は、１種類の樹脂成分のみから形成されていてもよく、２種類以上の樹脂成分
を組み合わせたブレンドポリマーから形成されていてもよい。さらに、樹脂層１は、上記
のとおり、１層のみで形成されていてもよく、同一または異なる樹脂成分によって２層以
上により形成されていてもよい。
【００３１】
　積層フィルム１０が成形に供される際、通常、樹脂層１の表面には滑剤が存在している
。これにより、樹脂層１表面の滑り性が向上し、積層フィルムの成形性が高められている
。なお、滑剤は、樹脂層１を形成するポリオレフィン樹脂などの樹脂中を移動しやすいた
め、樹脂層１に滑剤を配合した場合や、樹脂層１の表面に滑剤をコーティングした直後な
ど、樹脂層１のいずれか一方のみにしか滑剤が含まれない場合にも、時間の経過と共に、
滑剤が移動して、樹脂層１の表面と内部の両方に滑剤が存在する。すなわち、積層フィル
ム１０においては、予め樹脂層１中に滑剤が含まれていてもよいし、積層フィルム１０の
製造後、成形前に樹脂層１の表面に滑剤をコーティングしてもよい。
【００３２】
　樹脂層１の表面に滑剤を存在させる方法としては、樹脂層１の表面に滑剤をコーティン
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グしたり、樹脂層１を形成するポリオレフィンなどに滑剤を配合する方法が挙げられる。
なお、上述の通り、樹脂層１を形成するポリオレフィンなどに滑剤を配合する場合にも、
樹脂層１の表面に滑剤をブリードアウトさせることにより、樹脂層１の表面に滑剤を存在
させることができる。一方、樹脂層１の表面に滑剤をコーティングする場合にも、表面か
ら内部に滑剤の一部が移行することにより、樹脂層１の内部に滑剤を存在させることがで
きる。なお、樹脂層１の表面に滑剤をブリードアウトさせる方法としては、積層フィルム
を３０～５０℃程度のやや高温下で、数時間～３日間程度熟成させて、促進的にブリード
させるのが一般的である。以上のような、樹脂層１の内部と表面における滑剤の移動は、
特に、後述のアミド系滑剤において生じやすい現象である。
【００３３】
　滑剤の種類としては、特に制限されないが、上記のスペクトル強度比Ａとスペクトル強
度比Ｂと和（Ａ＋Ｂ）を上記の範囲に設定することにより、樹脂層１表面に存在する滑剤
量の大幅な変化を抑制し、深絞り成形においても、安定した成形性を発揮させ、かつ、金
型への滑剤の塊の付着を抑制する観点からは、好ましくはアミド系滑剤が挙げられる。
【００３４】
　アミド系滑剤としては、アミド基を有するものであれば特に制限されないが、好ましく
は脂肪酸アミド及び芳香族ビスアミドが挙げられる。アミド系滑剤は、１種類単独で使用
してもよいし、２種類以上を組み合わせて使用してもよい。
【００３５】
　脂肪酸アミドとしては、例えば、飽和脂肪酸アミド、不飽和脂肪酸アミド、置換アミド
、メチロールアミド、飽和脂肪酸ビスアミド、不飽和脂肪酸ビスアミドなどが挙げられる
。飽和脂肪酸アミドの具体例としては、ラウリン酸アミド、パルチミン酸アミド、ステア
リン酸アミド、ベヘン酸アミド、ヒドロキシステアリン酸アミドなどが挙げられる。不飽
和脂肪酸アミドの具体例としては、オレイン酸アミド、エルカ酸アミドなどが挙げられる
。置換アミドの具体例としては、Ｎ－オレイルパルチミン酸アミド、Ｎ－ステアリルステ
アリン酸アミド、Ｎ－ステアリルオレイン酸アミド、Ｎ－オレイルステアリン酸アミド、
Ｎ－ステアリルエルカ酸アミドなどが挙げられる。また、メチロールアミドの具体例とし
ては、メチロールステアリン酸アミドなどが挙げられる。飽和脂肪酸ビスアミドの具体例
としては、メチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスカプリン酸アミド、エチレン
ビスラウリン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスヒドロキシステ
アリン酸アミド、エチレンビスベヘン酸アミド、ヘキサメチレンビスステアリン酸アミド
、ヘキサメチレンビスベヘン酸アミド、ヘキサメチレンヒドロキシステアリン酸アミド、
Ｎ，Ｎ’－ジステアリルアジピン酸アミド、Ｎ，Ｎ’－ジステアリルセバシン酸アミドな
どが挙げられる。不飽和脂肪酸ビスアミドの具体例としては、エチレンビスオレイン酸ア
ミド、エチレンビスエルカ酸アミド、ヘキサメチレンビスオレイン酸アミド、Ｎ，Ｎ’－
ジオレイルアジピン酸アミド、Ｎ，Ｎ’－ジオレイルセバシン酸アミドなどが挙げられる
。脂肪酸エステルアミドの具体例としては、ステアロアミドエチルステアレートなどが挙
げられる。また、芳香族系ビスアミドの具体例としては、ｍ－キシリレンビスステアリン
酸アミド、ｍ－キシリレンビスヒドロキシステアリン酸アミド、Ｎ，Ｎ’－システアリル
イソフタル酸アミドなどが挙げられる。
【００３６】
　樹脂層１に滑剤が含まれる場合、樹脂層１の表面と内部に存在する滑剤の含有量として
は、質量基準で、好ましくは７００ｐｐｍ以上、より好ましくは７００～３０００ｐｐｍ
程度、さらに好ましくは７００～２５００ｐｐｍ程度が挙げられる。なお、これら値は、
樹脂層１の表面及び内部に存在する滑剤が、全て樹脂層１中に存在するとした場合におけ
る含有量を意味する。
【００３７】
　樹脂層１の厚みとしては、特に制限されないが、例えば５～５００μｍ程度、好ましく
は５～２００μｍ程度が挙げられる。
【００３８】
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　［支持体２］
　支持体２を構成する層としては、例えば、基材層２１、金属層２２などが挙げられる。
支持体２は、１層のみにより構成されていてもよいし、複数の層により構成されていても
よい。支持体２が基材層２１及び金属層２２を有する場合、積層フィルム１０の層構成が
、基材層２１、金属層２２、及び樹脂層１の順となるように積層することが好ましい。支
持体２が基材層２１及び金属層２２を有する場合、基材層２１と金属層２２との接着性を
高めることなどを目的として、これらの層の間に、必要に応じて接着層Ａを設けてもよい
。また、支持体２と樹脂層１との接着性を高めることなどを目的として、これらの層の間
（例えば、基材層２１と樹脂層１との間、金属層２２と樹脂層１との間など）に、必要に
応じて接着層Ｂを設けてもよい。以下、これらの層について詳述する。
【００３９】
　（基材層２１）
　積層フィルム１０において、支持体２として含まれ得る基材層２１は、必要に応じて設
けられ、積層フィルム１０の基材となる層である。基材層２１を形成する素材については
、特に制限されない。基材層２１を形成する素材の具体例としては、例えば、ポリエステ
ル、ポリアミド、エポキシ、アクリル、フッ素樹脂、ポリウレタン、珪素樹脂、フェノー
ル、ポリエーテルイミド、ポリイミド、及びこれらの混合物や共重合物等の樹脂が挙げら
れる。
【００４０】
　ポリエステルとしては、具体的には、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレ
フタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンイソ
フタレート、ポリカーボネート、エチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共
重合ポリエステル、ブチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共重合ポリエス
テル等が挙げられる。また、エチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共重合
ポリエステルとしては、具体的には、エチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とし
てエチレンイソフタレートと重合する共重合体ポリエステル（以下、ポリエチレン（テレ
フタレート／イソフタレート）にならって略す）、ポリエチレン（テレフタレート／イソ
フタレート）、ポリエチレン（テレフタレート／アジペート）、ポリエチレン（テレフタ
レート／ナトリウムスルホイソフタレート）、ポリエチレン（テレフタレート／ナトリウ
ムイソフタレート）、ポリエチレン（テレフタレート／フェニル－ジカルボキシレート）
、ポリエチレン（テレフタレート／デカンジカルボキシレート）等が挙げられる。また、
ブチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共重合ポリエステルとしては、具体
的には、ブチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体としてブチレンイソフタレートと
重合する共重合体ポリエステル（以下、ポリブチレン（テレフタレート／イソフタレート
）にならって略す）、ポリブチレン（テレフタレート／アジペート）、ポリブチレン（テ
レフタレート／セバケート）、ポリブチレン（テレフタレート／デカンジカルボキシレー
ト）、ポリブチレンナフタレート等が挙げられる。これらのポリエステルは、１種単独で
使用してもよく、また２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００４１】
　また、ポリアミドとしては、具体的には、ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン６１０
、ナイロン１２、ナイロン４６、ナイロン６とナイロン６，６との共重合体等の脂肪族系
ポリアミド；テレフタル酸及び／又はイソフタル酸に由来する構成単位を含むナイロン６
Ｉ、ナイロン６Ｔ、ナイロン６ＩＴ、ナイロン６Ｉ６Ｔ（Ｉはイソフタル酸、Ｔはテレフ
タル酸を表す）等のヘキサメチレンジアミン－イソフタル酸－テレフタル酸共重合ポリア
ミド、ポリメタキシリレンアジパミド（ＭＸＤ６）等の芳香族を含むポリアミド；ポリア
ミノメチルシクロヘキシルアジパミド（ＰＡＣＭ６）等の脂環系ポリアミド；さらにラク
タム成分や、４，４’－ジフェニルメタン－ジイソシアネート等のイソシアネート成分を
共重合させたポリアミド、共重合ポリアミドとポリエステルやポリアルキレンエーテルグ
リコールとの共重合体であるポリエステルアミド共重合体やポリエーテルエステルアミド
共重合体；これらの共重合体等が挙げられる。これらのポリアミドは、１種単独で使用し
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てもよく、また２種以上を組み合わせて使用してもよい。延伸ポリアミドフィルムは延伸
性に優れており、成形時の基材層２１の樹脂割れによる白化の発生を防ぐことができ、基
材層２１の形成素材として好適に使用される。
【００４２】
　基材層２１は、１軸又は２軸延伸された樹脂フィルムで形成されていてもよく、また未
延伸の樹脂フィルムで形成してもよい。中でも、１軸又は２軸延伸された樹脂フィルム、
とりわけ２軸延伸された樹脂フィルムは、配向結晶化することにより耐熱性が向上してい
るので、基材層２１として好適に使用される。
【００４３】
　これらの中でも、基材層２１を形成する樹脂フィルムとして、好ましくはナイロン、ポ
リエステル、更に好ましくは２軸延伸ナイロン、２軸延伸ポリエステル、特に好ましくは
２軸延伸ナイロンが挙げられる。
【００４４】
　基材層２１は、積層フィルム１０の耐ピンホール性を向上させるために、異なる素材の
樹脂フィルムを積層化することも可能である。具体的には、ポリエステルフィルムとナイ
ロンフィルムとを積層させた多層構造や、２軸延伸ポリエステルと２軸延伸ナイロンとを
積層させた多層構造等が挙げられる。基材層２１を多層構造にする場合、各樹脂フィルム
は接着剤を介して接着してもよく、また接着剤を介さず直接積層させてもよい。接着剤を
介さず接着させる場合には、例えば、共押出し法、サンドラミ法、サーマルラミネート法
等の熱溶融状態で接着させる方法が挙げられる。また、接着剤を介して接着させる場合、
使用する接着剤は、２液硬化型接着剤であってもよく、また１液硬化型接着剤であっても
よい。更に、接着剤の接着機構についても、特に制限されず、化学反応型、溶剤揮発型、
熱溶融型、熱圧型、ＵＶやＥＢなどの電子線硬化型等のいずれであってもよい。接着剤の
成分としてポリエステル系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ系
樹脂、フェノール樹脂系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリ酢酸ビニ
ル系樹脂、セルロース系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、アミノ樹脂
、ゴム、シリコン系樹脂が挙げられる。
【００４５】
　基材層２１の厚みは、特に制限されないが、例えば、５μｍ～５０μｍ程度、好ましく
は１２μｍ～３０μｍ程度とすることができる。
【００４６】
 　（金属層２２）
積層フィルム１０において、支持体２として含まれ得る金属層２２は、必要に応じて設け
られる層である。例えば積層フィルム１０を包装材料などとして用いる場合には、強度向
上の他、積層フィルム１０によって密封された内部に水蒸気、酸素、光などが侵入するこ
とを防止するためのバリア層として機能する。金属層２２を構成する金属としては、具体
的には、アルミニウム、ステンレス、チタンなどが挙げられ、好ましくはアルミニウムが
挙げられる。金属層２２は、金属箔や金属蒸着などにより形成することができ、金属箔に
より形成することが好ましく、アルミニウム箔により形成することがさらに好ましい。積
層フィルム１０の製造時に、金属層２２に皺やピンホールが発生することを防止する観点
からは、例えば、焼きなまし処理済みのアルミニウム（ＪＩＳ　Ａ８０２１Ｐ－Ｏ、ＪＩ
Ｓ　Ａ８０７９Ｐ－Ｏ）など軟質アルミニウム箔により形成することがより好ましい。
【００４７】
　金属層２２の厚みは、特に制限されないが、例えば、１０μｍ～２００μｍ程度、好ま
しくは２０μｍ～１００μｍ程度とすることができる。
【００４８】
　金属層２２は、接着の安定化、溶解や腐食の防止などのために、少なくとも一方の面、
好ましくは両面が化成処理されていることが好ましい。ここで、化成処理とは、金属層の
表面に耐酸性皮膜を形成する処理をいう。化成処理としては、例えば、硝酸クロム、フッ
化クロム、硫酸クロム、酢酸クロム、蓚酸クロム、重リン酸クロム、クロム酸アセチルア
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セテート、塩化クロム、硫酸カリウムクロムなどのクロム酸化合物を用いたクロム酸クロ
メート処理；リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、リン酸アンモニウム、ポリリン酸など
のリン酸化合物を用いたリン酸クロメート処理；下記一般式（１）～（４）で表される繰
り返し単位を有するアミノ化フェノール重合体を用いたクロメート処理などが挙げられる
。
【００４９】
【化１】

【００５０】

【化２】

【００５１】
【化３】

【００５２】
【化４】

【００５３】
　一般式（１）～（４）中、Ｘは、水素原子、ヒドロキシル基、アルキル基、ヒドロキシ
アルキル基、アリル基またはベンジル基を示す。また、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ同一また
は異なって、ヒドロキシル基、アルキル基、またはヒドロキシアルキル基を示す。一般式
（１）～（４）において、Ｘ、Ｒ1及びＲ2で示されるアルキル基としては、例えば、メチ
ル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅ
ｒｔ－ブチル基などの炭素数１～４の直鎖または分枝鎖状アルキル基が挙げられる。また
、Ｘ、Ｒ1及びＲ2で示されるヒドロキシアルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチル
基、１－ヒドロキシエチル基、２－ヒドロキシエチル基、１－ヒドロキシプロピル基、２
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－ヒドロキシプロピル基、３－ヒドロキシプロピル基、１－ヒドロキシブチル基、２－ヒ
ドロキシブチル基、３－ヒドロキシブチル基、４－ヒドロキシブチル基などのヒドロキシ
基が１個置換された炭素数１～４の直鎖または分枝鎖状アルキル基が挙げられる。一般式
（１）～（４）において、Ｘ、Ｒ1及びＲ2で示されるアルキル基及びヒドロキシアルキル
基は、それぞれ同一であってもよいし、異なっていてもよい。一般式（１）～（４）にお
いて、Ｘは、水素原子、ヒドロキシル基またはヒドロキシアルキル基であることが好まし
い。一般式（１）～（４）で表される繰り返し単位を有するアミノ化フェノール重合体の
数平均分子量は、例えば、５００～１００万であることが好ましく、１０００～２万程度
であることがより好ましい。
【００５４】
　また、金属層２２に耐食性を付与する化成処理方法として、リン酸中に、酸化アルミニ
ウム、酸化チタン、酸化セリウム、酸化スズなどの金属酸化物や硫酸バリウムの微粒子を
分散させたものをコーティングし、１５０℃以上で焼付け処理を行うことにより、金属層
２２の表面に耐食処理層を形成する方法が挙げられる。また、耐食処理層の上には、カチ
オン性ポリマーを架橋剤で架橋させた樹脂層をさらに形成してもよい。ここで、カチオン
性ポリマーとしては、例えば、ポリエチレンイミン、ポリエチレンイミンとカルボン酸を
有するポリマーからなるイオン高分子錯体、アクリル主骨格に１級アミンをグラフト重合
させた１級アミングラフトアクリル樹脂、ポリアリルアミンまたはその誘導体、アミノフ
ェノールなどが挙げられる。これらのカチオン性ポリマーとしては、１種類のみを用いて
もよいし、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。また、架橋剤としては、例えば、イ
ソシアネート基、グリシジル基、カルボキシル基、及びオキサゾリン基よりなる群から選
ばれた少なくとも１種の官能基を有する化合物、シランカップリング剤などが挙げられる
。これらの架橋剤としては、１種類のみを用いてもよいし、２種類以上を組み合わせて用
いてもよい。
【００５５】
　化成処理は、１種類の化成処理のみを行ってもよいし、２種類以上の化成処理を組み合
わせて行ってもよい。さらに、これらの化成処理は、１種の化合物を単独で使用して行っ
てもよく、また２種以上の化合物を組み合わせて使用して行ってもよい。化成処理の中で
も、クロム酸クロメート処理や、クロム酸化合物、リン酸化合物、及びアミノ化フェノー
ル重合体を組み合わせたクロメート処理などが好ましい。
【００５６】
　化成処理において金属層２２の表面に形成させる耐酸性皮膜の量については、特に制限
されないが、例えば、上記のクロメート処理を行う場合であれば、金属層２２の表面１ｍ
2当たり、クロム酸化合物がクロム換算で約０．５ｍｇ～約５０ｍｇ、好ましくは約１．
０ｍｇ～約４０ｍｇ、リン化合物がリン換算で約０．５ｍｇ～約５０ｍｇ、好ましくは約
１．０ｍｇ～約４０ｍｇ、及びアミノ化フェノール重合体が約１ｍｇ～約２００ｍｇ、好
ましくは約５．０ｍｇ～１５０ｍｇの割合で含有されていることが望ましい。
【００５７】
　化成処理は、耐酸性皮膜の形成に使用する化合物を含む溶液を、バーコート法、ロール
コート法、グラビアコート法、浸漬法などによって、金属層の表面に塗布した後に、金属
層の温度が７０℃～２００℃程度になるように加熱することにより行われる。また、金属
層に化成処理を施す前に、予め金属層を、アルカリ浸漬法、電解洗浄法、酸洗浄法、電解
酸洗浄法などによる脱脂処理に供してもよい。このように脱脂処理を行うことにより、金
属層の表面の化成処理をより効率的に行うことが可能となる。
【００５８】
　（接着層Ａ）
積層フィルム１０において、支持体２に含まれ得る接着層Ａは、基材層２１と金属層２２
との接着強度を高めることを目的として、必要に応じて設けられる層である。
【００５９】
　接着層Ａは、基材層２１と金属層２２とを接着可能である接着剤によって形成される。
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接着層Ａの形成に使用される接着剤は、２液硬化型接着剤であってもよく、また１液硬化
型接着剤であってもよい。更に、接着層Ａの形成に使用される接着剤の接着機構について
も、特に制限されず、化学反応型、溶剤揮発型、熱溶融型、熱圧型等のいずれであっても
よい。
【００６０】
　接着層Ａの形成に使用できる接着剤の樹脂成分としては、具体的には、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレン
ナフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリカーボネート、共重合ポリエステル等
のポリエステル系樹脂；ポリエーテル系接着剤；ポリウレタン系接着剤；エポキシ系樹脂
；フェノール樹脂系樹脂；ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン１２、共重合ポリアミド
等のポリアミド系樹脂；ポリオレフィン、酸変性ポリオレフィン、金属変性ポリオレフィ
ン等のポリオレフィン系樹脂；ポリ酢酸ビニル系樹脂；セルロース系接着剤；（メタ）ア
クリル系樹脂；ポリイミド系樹脂；尿素樹脂、メラミン樹脂等のアミノ樹脂；クロロプレ
ンゴム、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエンゴム等のゴム；シリコーン系樹脂；ふっ化
エチレンプロピレン共重合体等が挙げられる。これらの接着剤成分は１種単独で使用して
もよく、また２種以上を組み合わせて使用してもよい。２種以上の接着剤成分の組み合わ
せ態様については、特に制限されないが、例えば、その接着剤成分として、ポリアミドと
酸変性ポリオレフィンとの混合樹脂、ポリアミドと金属変性ポリオレフィンとの混合樹脂
、ポリアミドとポリエステル、ポリエステルと酸変性ポリオレフィンとの混合樹脂、ポリ
エステルと金属変性ポリオレフィンとの混合樹脂等が挙げられる。これらの中でも、展延
性、高湿度条件下における耐久性や応変抑制作用、ヒートシール時の熱劣化抑制作用等が
優れ、基材層２１と金属層２２との間のラミネーション強度の低下を抑えてデラミネーシ
ョンの発生を効果的に抑制するという観点から、好ましくはポリウレタン系２液硬化型接
着剤；ポリアミド、ポリエステル、又はこれらと変性ポリオレフィンとのブレンド樹脂が
挙げられる。
【００６１】
　また、接着層Ａは異なる接着剤成分で多層化してもよい。接着層Ａを異なる接着剤成分
で多層化する場合、基材層２１と金属層２２とのラミネーション強度を向上させるという
観点から、基材層２１側に配される接着剤成分を基材層２１との接着性に優れる樹脂を選
択し、金属層２２側に配される接着剤成分を金属層２２との接着性に優れる接着剤成分を
選択することが好ましい。接着層Ａは異なる接着剤成分で多層化する場合、具体的には、
金属層２２側に配置される接着剤成分としては、好ましくは、酸変性ポリオレフィン、金
属変性ポリオレフィン、ポリエステルと酸変性ポリオレフィンとの混合樹脂、共重合ポリ
エステルを含む樹脂等が挙げられる。
【００６２】
　接着層Ａの厚さについては、例えば、２～５０μｍ程度、好ましくは３～２５μｍ程度
が挙げられる。
【００６３】
　（接着層Ｂ）
　積層フィルム１０においては、支持体２と樹脂層１とを強固に接着させることなどを目
的として、支持体２（例えば、基材層２１、金属層２２など）と樹脂層１との間に接着層
Ｂをさらに設けてもよい。
【００６４】
　接着層Ｂは、支持体２として含まれ得る基材層２１、金属層２２などと樹脂層１とを接
着可能な接着剤成分によって形成される。接着層Ｂの形成に使用される接着剤は、２液硬
化型接着剤であってもよく、また１液硬化型接着剤であってもよい。また、接着層Ｂの形
成に使用される接着剤成分の接着機構についても、特に限定されず、例えば、化学反応型
、溶剤揮発型、熱溶融型、熱圧型などが挙げられる。
【００６５】
　接着層Ｂの形成に使用できる接着剤成分の具体的としては、ポリエチレンテレフタレー
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ト、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレー
ト、ポリエチレンイソフタレート、ポリカーボネート、共重合ポリエステルなどのポリエ
ステル系樹脂；ポリエーテル系接着剤；ポリウレタン系接着剤；エポキシ系樹脂；フェノ
ール樹脂系樹脂；ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン１２、共重合ポリアミドなどのポ
リアミド系樹脂；ポリオレフィン、カルボン酸変性ポリオレフィン、金属変性ポリオレフ
ィンなどのポリオレフィン系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂；セルロース系接着剤；（メタ
）アクリル系樹脂；ポリイミド系樹脂；尿素樹脂、メラミン樹脂などのアミノ樹脂；クロ
ロプレンゴム、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエンゴムなどのゴム；シリコーン系樹脂
などが挙げられる。これらの接着剤成分は１種類のみを用いてもよく、２種類以上を組み
合わせて用いてもよい。
【００６６】
　接着層Ｂの厚みは、特に制限されないが、例えば、１μｍ～４０μｍ程度とすることが
好ましく、２μｍ～３０μｍ程度とすることがより好ましい。
【００６７】
　なお、積層フィルム１０を構成する各層は、必要に応じて、製膜性、積層化加工、最終
製品２次加工（パウチ化、エンボス成形）適性などを向上または安定化するために、コロ
ナ処理、ブラスト処理、酸化処理、オゾン処理などの表面活性化処理が施されていてもよ
い。
【００６８】
　積層フィルムの製造方法
本発明の積層フィルム１０は、支持体２と樹脂層１とを積層させることにより製造するこ
とができ、具体的には、例えば、以下の製造方法を例示することができる。
【００６９】
　例えば、支持体２が基材層２１、金属層２２を有する場合であれば、以下の積層工程に
よって積層フィルム１０が得られる。まず、基材層２１と金属層２２とを積層する。この
積層は、例えば、接着層Ａを形成する上記の接着剤成分などを用いたドライラミネート法
などにより行うことができる。また、基材層２１と金属層２２とを積層する方法としては
、基材層２１を形成する樹脂を金属層２２の表面に押出し形成する方法や、基材層２１の
一方側の表面に金属を蒸着して金属層２２を形成する方法なども挙げられる。次に、金属
層２２の上に樹脂層１を積層する。樹脂層１は、例えば、熱可塑性樹脂の溶融押出しや、
ドライラミネート法により形成することができる。金属層２２と樹脂層１との接着強度を
高めることを目的として、必要に応じて、金属層２２の上に接着層Ｂを形成する接着剤成
分を塗布し、乾燥させた後、その上から樹脂層１を形成してもよい。樹脂層１が、複数の
層により形成されている場合、共押出法などの公知の方法により複数の層により形成され
た樹脂層１を積層することができる。
【００７０】
　得られた積層フィルム１０における各層の接着性を高めるために、エージング処理など
を行ってもよい。エージング処理は、例えば、積層フィルム１０を３０～１００℃程度の
温度下に１～２００時間加熱することにより行うことができる。さらに、得られた積層フ
ィルムにおける各層の接着性をさらに高めるために、得られた積層フィルム１０を樹脂層
１の融点以上の温度で加熱してもよい。このときの温度は、樹脂層１の融点＋５℃以上、
融点＋１００℃以下であることが好ましく、融点＋１０℃以上、融点＋８０℃以下である
ことがより好ましい。なお、本発明において、樹脂層１の融点とは、樹脂層１を構成する
樹脂成分の示差走査熱量測定における吸熱ピーク温度をいう。エージング処理での加熱及
樹脂層１の融点以上での加熱は、それぞれ、例えば、熱ロール接触式、熱風式、近または
遠赤外線式などの方式により行うことができる。
【００７１】
　なお、積層フィルムを構成する各層は、必要に応じて、製膜性、積層化加工、最終製品
２次加工（パウチ化、エンボス成形）適性などを向上または安定化するために、コロナ処
理、ブラスト処理、酸化処理、オゾン処理などの表面活性化処理が施されていてもよい。
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【００７２】
　積層フィルムの用途
本発明の積層フィルム１０は、上述の通り、通常、帯状の積層フィルムとして製造され、
適当な大きさに切断することにより、種々の用途に使用される。また、本発明の積層フィ
ルム１０は、特に、成形深さが０．５ｍｍ以上、好ましくは４．０～７．０ｍｍ程度の深
絞り成形に供される積層フィルムとして好適に使用することができる。積層フィルム１０
の具体的な用途としては、特に制限されないが、例えば、包装材料などが挙げられる。例
えば、積層フィルム１０を包装材料として用いる場合、当該包装材料は、薬品、化粧品、
食品、電解液などの様々な内容物の包装に利用することができる。すなわち、本発明の包
装材料は、薬品用包装材料、化粧品用包装材料、食品用包装材料、電池用包装材料などと
して好適に使用される。また、包装材料は、内容物の形状に合わせて変形され、内容物を
収容する包装体とすることもできる。
【実施例】
【００７３】
　以下に、実施例を示して本発明を詳細に説明する。ただし、本発明は、実施例に限定さ
れない。
【００７４】
　＜実施例１～１１及び比較例１＞
［積層フィルムの製造］
延伸ナイロンフィルム（厚さ２５μｍ）からなる基材層２１の上に、両面に化成処理を施
したアルミニウム箔（厚さ４０μｍ）からなる金属層２２をドライラミネーション法によ
り積層させた。具体的には、アルミニウム箔の一方面に、２液型ウレタン接着剤（ポリオ
ール化合物と芳香族イソシアネート系化合物）を塗布し、金属層２２上に接着層Ａ（厚さ
４μｍ）を形成した。次いで、金属層２２上の接着層Ａと基材層２１を加圧加熱貼合した
後、４０℃で２４時間のエージング処理を実施することにより、基材層２１／接着層Ａ／
金属層２２の積層体Ａを調製した。なお、金属層２２として使用したアルミニウム箔の化
成処理は、フェノール樹脂、フッ化クロム化合物、及びリン酸からなる処理液をクロムの
塗布量が１０ｍｇ／ｍ2（乾燥重量）となるように、ロールコート法によりアルミニウム
箔の両面に塗布し、皮膜温度が１８０℃以上となる条件で２０秒間焼付けすることにより
行った。
【００７５】
　次いで、積層体Ａの金属層２２側に樹脂層１を形成する樹脂成分（脂肪酸アミド系滑剤
を含むカルボン酸変性環状ポリオレフィン）を溶融状態（２５０℃）で押し出しすること
により、金属層２２上に樹脂層１（厚さ５０μｍ）を積層させた。斯して、基材層２１／
接着層Ａ／金属層２２／樹脂層１が順に積層された積層フィルムを得た。なお、樹脂層１
を積層した後に積層体を冷却するチルロールの温度は、それぞれ、表１及び表２に記載の
温度とした。
【００７６】
　＜カール量ｈの測定＞
上記で得られた積層フィルムを用い、ＭＤ方向の長さ９０ｍｍ、ＴＤ方向の幅１５０ｍｍ
の積層フィルムの中心において、積層フィルムのそれぞれの対角を結ぶ２つの線上に、当
該中心が中央となる長さ１００ｍｍの２本の切れ込み（積層フィルムを貫通する切れ込み
）を入れ、これを水平面に置いて２０℃で８時間静置した。次に、図２に示すように、水
平面とは垂直方向おいて、前記水平面と前記中心との最大距離ｈを、ハイトゲージ（ミツ
ヨト社製）を用いて測定した。結果を表１及び表２に示す。
【００７７】
　＜滑剤析出評価１＞
上記で得られた積層フィルムを２０℃で１週間保管した後、裁断し、１２０×８０ｍｍの
短冊片を作製して試験サンプルとした。次に、３０×５０ｍｍの矩形状の雄型とこの雄型
とのクリアランスが０．５ｍｍの雌型からなるストレート金型を用い、雄型側に樹脂層１
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側が位置するように雌型上に上記試験サンプルを載置し、成形深さ４．０ｍｍとなるよう
にして、それぞれ、５０００個（５０００ショット）の試験サンプルを０．１ＭＰａの押
え圧（面圧）で押えて、冷間成形（引き込み１段成形）した。この時の試験サンプルの滑
剤析出について、以下の基準に従って、評価した。結果を表１に示す。
〇：成形５０００回で金型に滑剤の付着無し
△：成形５０００回で金型への滑剤の付着を確認したが、成形状態には影響なし
×：成形５０００回で金型への滑剤の付着により成形サンプルに圧痕が発生
【００７８】
【表１】

【００７９】
　表１に示されるように、樹脂層におけるＭＤ方向における上記スペクトル強度比Ａと、
ＴＤ方向におけるスペクトル強度比Ｂとの差分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が０．０６～０．５１
である実施例１～８の積層フィルムにおいては、カール量ｈを４５ｍｍ程度に抑えること
ができ、金型の位置決めを行いやすかった。また、スペクトル強度比Ａとスペクトル強度
比Ｂとの和（Ａ＋Ｂ）が、２．０６～２．５１の範囲である実施例１～８の積層フィルム
においては、滑剤析出評価の結果が良好であった。これに対して、樹脂層におけるＭＤ方
向における上記スペクトル強度比Ａと、ＴＤ方向におけるスペクトル強度比Ｂとの差分の
絶対値｜Ｂ－Ａ｜が、０．６７と大きい比較例１の積層フィルムにおいては、カール量ｈ
が６５ｍｍとなり、金型の位置決めが困難であった。また、スペクトル強度比Ａとスペク
トル強度比Ｂとの和（Ａ＋Ｂ）が、２．７１である比較例１の積層フィルムにおいては、
滑剤析出評価の結果が劣っていた。
【００８０】
　＜滑剤析出評価２＞
　上記で得られた実施例１、２、６、７、９、１０、１１、比較例１の積層フィルムを表
２に記載の各保管温度（５℃、２０℃、４０℃）で１週間保管した後、裁断し、１２０×
８０ｍｍの短冊片を作製して試験サンプルとした。次に、３０×５０ｍｍの矩形状の雄型
とこの雄型とのクリアランスが０．５ｍｍの雌型からなるストレート金型を用い、雄型側
に樹脂層１側が位置するように雌型上に上記試験サンプルを載置し、成形深さ４．０ｍｍ
となるようにして、それぞれ、５０００個（５０００ショット）の試験サンプルを０．１
ＭＰａの押え圧（面圧）で押えて、連続して冷間成形（引き込み１段成形）した。この時
の試験サンプルの滑剤析出について、以下の基準に従って、評価した。結果を表２に示す
。なお、カール量については、各温度で保管した任意の試験サンプルについて、上記の＜
カール量ｈの測定＞と同様にして測定した値である。
〇：成形５０００回で金型に滑剤の付着無し
△：成形５０００回で金型への滑剤の付着を確認したが、成形状態には影響なし
×：成形５０００回で金型への滑剤の付着により成形サンプルに圧痕が発生
【００８１】
　＜４．０ｍｍ成形性評価＞
成形深さ４．０ｍｍとなるようにして、上記の滑剤析出評価２と同様にして、それぞれ、
５０００個の試験サンプルについて、冷間成形を行い、ピンホールの発生の有無を確認し
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〇：ピンホール発生なし
△：ピンホール発生率１０％以下
×：ピンホール発生率１１％以上
【００８２】
【表２】

【符号の説明】
【００８３】
１…樹脂層
２…支持体
２１…基材層
２２…金属層
１０…積層フィルム
３０…水平面

【要約】　　　（修正有）
【課題】カールが抑制され、成形時の金型の位置決めが容易な積層フィルムの提供。
【解決手段】少なくとも、支持体と、樹脂により形成された樹脂層とが積層された積層フ
ィルムであって、前記樹脂層のＭＤ方向におけるラマン分光法で測定される前記樹脂の結
晶部と非晶部のスペクトル強度比Ａ（結晶部／非晶部）と、前記樹脂層のＴＤ方向におけ
るラマン分光法で測定される前記樹脂の結晶部と非晶部のスペクトル強度比Ｂ（結晶部／
非晶部）との差分の絶対値｜Ｂ－Ａ｜が、０．００～０．６０である、積層フィルム。
【選択図】なし
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【図１】

【図２】
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