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(57)【要約】
本発明はスキン層を含む発泡シート、その製造方法お
よびこれを含む食品容器に関するものであって、発泡層
上にスキン層を含むことによって、表面均一性が優秀で
あり、一定範囲の結晶化度を有する発泡層を含むため熱
成形性が優秀な長所があり、リッド接着性が優秀であり
、体積変化率が小さい食品容器を提供することができる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリエステル樹脂発泡層；および
前記ポリエステル発泡層の一面または両面に形成されたポリエステル樹脂を含有するス
キン層を含み、
前記スキン層のセル大きさは１００μｍ以下であり、
発泡シートの中心線表面粗さ（Ｒａ）は０．１μｍ〜１．５μｍであることを特徴とす
る、発泡シート。
【請求項２】
前記スキン層の厚さは５μｍ〜２００μｍであることを特徴とする、請求項１に記載の
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発泡シート。
【請求項３】
前記発泡シートの結晶化度は、平均３％〜１５％であることを特徴とする、請求項１に
記載の発泡シート。
【請求項４】
ポリエステル樹脂を押出および発泡してポリエステル樹脂発泡層を形成する段階；およ
び
連続的に前記発泡層の一面または両面にポリエステル樹脂を含むスキン層を形成する段
階を含み、
形成された発泡シートは０．１μｍ〜１．５μｍの中心線表面粗さ（Ｒａ）を有するこ
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とを特徴とする、発泡シートの製造方法。
【請求項５】
前記ポリエステル樹脂発泡層を形成する段階は、ポリエステル樹脂またはポリエステル
樹脂チップを溶融して押出および発泡することを特徴とする、請求項４に記載の発泡シー
トの製造方法。
【請求項６】
スキン層を形成する段階は、ポリエステル樹脂を共押出するか発泡層の表面を急速冷却
することを特徴とする、請求項４に記載の発泡シートの製造方法。
【請求項７】
ポリエステル樹脂発泡層の表面を急速冷却する場合は、−２０℃〜１５℃で遂行するこ
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とを特徴とする、請求項４に記載の発泡シートの製造方法。
【請求項８】
スキン層を形成する段階は、ポリエステル樹脂スキン層を５μｍ〜２００μｍの厚さに
形成することを特徴とする、請求項４に記載の発泡シートの製造方法。
【請求項９】
請求項１に記載された発泡シートを含む、食品容器。
【請求項１０】
前記食品容器は発泡シートの一面にバリアー層をさらに含むことを特徴とする、請求項
９に記載の食品容器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明はスキン層を含む発泡シート、その製造方法およびこれを含む食品容器に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
通常食品容器として使われている製品は発泡式、非発泡式に分かれる。発泡方式製品は
ポリスチレンを発泡ガスと混合させて押出させた製品が使われているが、厚さを比較的厚
く維持することができるため形態の維持、断熱性、価格競争力が高い長所があるものの、
高温で有害物質が検出される短所がある。非発泡容器の場合、熱に安定したポリプロピレ
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ンをフィルム形態に製作した製品が使われているが、高温での寸法変化率が小さく、有害
物質が検出されない長所がある反面、値段が高く断熱が悪い短所がある。
【０００３】
使い捨て耐熱容器として最も多く使われている代表的な製品はカップラーメン容器と言
え、従来はポリスチレン発泡容器を使っていたが、高温で有害物質が検出される点がイシ
ュー化されたためこれを紙容器に代替して使っているものの、値段が高い短所がある。
【０００４】
現代社会において、次第に生活が便利になるにつれて使い捨て用品の使用が増加し、単
身世帯の増加による出前料理および簡便料理の製品の需要が次第に増えており、これに伴
い、食品包装容器の需要も増加し、有害物質から安全かつ用途による機能が付与された新
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しい容器の素材に対する消費者のニーズがますます大きくなってきている。したがって、
秀麗な外観、便利さ、安全性、環境に優しい性能をすべて備えた包装容器に対する研究が
必要であるのが実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は発泡層上にスキン層を形成することによって、表面均一度が優秀な発泡シート
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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本発明は前記課題を解決するための手段として、ポリエステル樹脂発泡層；および前記
ポリエステル発泡層の一面または両面に形成されたポリエステル樹脂を含有するスキン層
を含み、前記スキン層のセル大きさは１００μｍ以下であり、発泡シートの中心線表面粗
さ（Ｒａ）は０．１μｍ〜１．５μｍであることを特徴とする発泡シートを提供すること
ができる。
【０００７】
また、本発明は、ポリエステル樹脂を押出および発泡してポリエステル樹脂発泡層を形
成する段階；および連続的に前記発泡層の一面または両面にポリエステル樹脂を含むスキ
ン層を形成する段階を含み、形成された発泡シートは０．１μｍ〜１．５μｍの中心線表
面粗さ（Ｒａ）を有することを特徴とする発泡シートの製造方法を提供することができる
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。
【０００８】
併せて、本発明は、本発明に係る発泡シートを含む食品容器を提供することができる。
【発明の効果】
【０００９】
本発明に係る発泡シートは発泡層上にスキン層を含むことによって、表面均一性が優秀
であり、これに伴い、リッド接着性が優秀であり、一定範囲の結晶化度を有する発泡層を
含んで熱成形性が優秀な長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】本発明に係る実施例の発泡シートを示した模式図。
【図２】本発明に係る実施例の発泡シートを示した模式図。
【図３】本発明に係る実施例および比較例の発泡シートを走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）で撮
影したイメージ。
【図４】本発明に係る実施例および比較例の発泡シートを走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）で撮
影したイメージ。
【図５】本発明に係る実施例および比較例の発泡シートを走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）で撮
影したイメージ。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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発泡シート
本発明は、ポリエステル樹脂発泡層；および前記ポリエステル発泡層の一面または両面
に形成されたポリエステル樹脂を含有するスキン層を含み、
前記スキン層のセル大きさは１００μｍ以下であり、発泡シートの中心線表面粗さ（Ｒａ
）は０．１μｍ〜１．５μｍであることを特徴とする発泡シートを提供する。
【００１２】
本発明に係る発泡シートは、図１および図２のように、ポリエステル樹脂発泡層および
ポリエステル樹脂発泡層１０上にスキン層２０、２１，２２を形成して２層以上で構成さ
れ得る。具体的には、ポリエステル樹脂発泡層の一面にスキン層を形成することができ、
ポリエステル樹脂発泡層の両面にスキン層を形成することができる。前記のような構造を
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有する発泡シートは、ポリエステル樹脂発泡層上にポリエステル樹脂を含有するスキン層
を含むことによって、発泡シートの表面均一度が優秀であり、リッド接着性および熱成形
性が向上され得る。
【００１３】
一つの例示において、本発明の発泡シートは中心線表面粗さ（Ｒａ）が平均０．１μｍ
〜１．５μｍであり得る。具体的には、本発明の発泡シートの中心線表面粗さ（Ｒａ）は
、平均０．２μｍ〜１．４μｍ、０．２μｍ〜１．２μｍ、０．２μｍ〜１．１μｍ、０
．４μｍ〜１．５μｍ、０．４μｍ〜１．４μｍ、０．４μｍ〜１．３μｍ、０．４μｍ
〜１．１μｍ、０．６μｍ〜１．５μｍ、０．６μｍ〜１．３μｍ、０．６μｍ〜１．１
μｍ、０．８μｍ〜１．５μｍ、０．８μｍ〜１．３μｍ、０．８μｍ〜１．１μｍ、０
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．７５μｍ〜１．１５μｍ、０．５μｍ〜１．０μｍ、０．５μｍ〜０．９μｍ、０．６
μｍ〜１．０μｍ、０．７μｍ〜１．０μｍ、０．７μｍ〜０．９μｍ、０．８５μｍ〜
１．４μｍ、０．９μｍ〜１．２μｍ、０．９５μｍ〜１．１５μｍ、または０．９５μ
ｍ〜１．１μｍであり得る。より具体的には、前記発泡シートの中心線粗さ（Ｒａ）は、
平均０．７５μｍ〜１．１μｍであり得る。前記範囲内の中心線表面粗さ値を通じて、本
発明の発泡シートはポリエステル樹脂発泡層上にスキン層を形成するため、表面均一度が
優秀であることが分かる。
【００１４】
本発明に係る発泡シートは結晶化度が平均３％〜１５％範囲であり得る。具体的には、
前記発泡シートの結晶化度は、平均３％〜１５％、３％〜１４％、３％〜１３％、３％〜
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１２％、３％〜１０％、３％〜９％、３％〜８％、３％〜７％、５％〜１５％、５％〜１
４％、５％〜１３％、５％〜１２％、５％〜１０％、５％〜９％、５％〜８％、５％〜７
％、７％〜１５％、７％〜１４％、７％〜１３％、７％〜１２％、７％〜１０％、７％〜
９％、７％〜８％、９％〜１５％、９％〜１４％、９％〜１３％、９％〜１２％、９％〜
１０％、１０％〜１５％、１０％〜１４％、１０％〜１２％、１２％〜１５％、１２％〜
１４％、１２％〜１３％、１３％〜１５％、１３％〜１４％または１４％〜１５％であり
得る。本発明に係る発泡シートは前記範囲の結晶化度を有するため、成形性が優秀であり
ながらも今後成形する過程でも適正な結晶化度を有することができる。
【００１５】
以下、本発明に係る発泡シートの各構成をより詳細に説明する。
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【００１６】
まず、本発明に係る発泡シートはポリエステル樹脂を含む発泡層を含み、前記発泡層は
ポリエステル樹脂発泡体であり得、この時、前記発泡体は発泡シートのベースとなる役割
をする。
【００１７】
具体的には、前記ポリエステル樹脂発泡層は、ポリエチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙ
ｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレー

ト（Ｐｏｌｙｂｕｔｙｌｅｎｅ
ｏｌｙ
ｉｃ

Ｌａｃｔｉｃ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＢＴ）、ポリ乳酸（Ｐ

ａｃｉｄ、ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（Ｐｏｌｙｇｌｙｃｏｌ

ａｃｉｄ、ＰＧＡ）、ポリプロピレン（Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ポ
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リエチレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ、ＰＥ）、ポリエチレンアジペート（Ｐｏｌｙｅ
ｈｔｙｌｅｎｅ

ａｄｉｐａｔｅ、（Ｐｏｌｙｈｙｄｒｏｘｙａｌｋａｎｏａｔｅ、ＰＨ

Ａ）、ポリトリメチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅ

ｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＴＴ）およびポリエチレンナフタレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎ
ｅ

ｎａｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＮ）からなる群から選択された一つ以上を含むことが

できる。より具体的には、前記ポリエステル樹脂発泡層は、ポリエチレンテレフタレート
（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）であり得る。

【００１８】
一つの例示において、本発明の発泡シートでポリエステル樹脂発泡層の厚さは１ｍｍ〜
５ｍｍであり得る。具体的には、前記ポリエステル樹脂発泡層の厚さは１ｍｍ〜４．５ｍ
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ｍ、１ｍｍ〜４ｍｍ、１ｍｍ〜３．５ｍｍ、１ｍｍ〜３ｍｍ、１ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．
５ｍｍ〜５ｍｍ、１．５ｍｍ〜４．５ｍｍ、１．５ｍｍ〜４ｍｍ、１．５ｍｍ〜３．５ｍ
ｍ、１．５ｍｍ〜３ｍｍ、１．５ｍｍ〜２．５ｍｍ、２ｍｍ〜５ｍｍ、２ｍｍ〜４．５ｍ
ｍ、２ｍｍ〜４ｍｍ、２ｍｍ〜３．５ｍｍ、２ｍｍ〜３ｍｍ、２ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．
８ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．６ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．５ｍｍ〜２．２ｍｍ、１．４ｍｍ〜
２．１ｍｍまたは１．８ｍｍ〜２．２ｍｍであり得る。
【００１９】
具体的には、前記ポリエステル樹脂発泡層は、平均３００〜５００μｍのセル大きさを
有することができる。具体的には、前記ポリエステル樹脂発泡層のセル大きさは３００〜
４８０μｍ、３００〜４６０μｍ、３００〜４４０μｍ、３００〜４２０μｍ、３００〜
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４００μｍ、３００〜３８０μｍ、３００〜３６０μｍ、３００〜３４０μｍ、３５０〜
５００μｍ、３５０〜４８０μｍ、３５０〜４６０μｍ、３５０〜４４０μｍ、３５０〜
４２０μｍ、３５０〜４００μｍ、３５０〜３８０μｍ、４００〜５００μｍ、４００〜
４８０μｍ、４００〜４６０μｍ、４００〜４４０μｍ、４００〜４２０μｍ、４５０〜
５００μｍ、４５０〜４８０μｍ、３３０〜４００μｍ、３７０〜４００μｍまたは４３
０〜４７０μｍであり得る。前記のような大きさのセルを有することによって、本発明の
発泡シートは優秀な強度および耐熱性を有することができる。
【００２０】
次いで、本発明に係る発泡シートはポリエステル樹脂発泡層の一面または両面にスキン
層を含み、前記スキン層はポリエステル樹脂発泡層の表面粗さを減少させて表面均一度を
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向上させる役割をする。
【００２１】
本発明で、前記スキン層はポリエステル樹脂を含むことができる。前記スキン層はポリ
エチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、Ｐ

ＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｂｕｔｙｌｅｎｅ
ｌａｔｅ、ＰＢＴ）、ポリ乳酸（Ｐｏｌｙ
リコール酸（Ｐｏｌｙｇｌｙｃｏｌｉｃ

Ｌａｃｔｉｃ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａ

ａｃｉｄ、ＰＬＡ）、ポリグ

ａｃｉｄ、ＰＧＡ）、ポリプロピレン（Ｐｏｌ

ｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ポリエチレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ、ＰＥ）、ポ
リエチレンアジペート（Ｐｏｌｙｅｈｔｙｌｅｎｅ

ａｄｉｐａｔｅ、ＰＥＡ）、ポリト

リメチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌ

ａｔｅ、ＰＴＴ）およびポリエチレンナフタレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ
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ｎａｐｈ

ｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＮ）からなる群から選択された一つ以上を含むことができる。具体
的には、前記スキン層はポリエチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅ

ｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）樹脂を含むことができる。
【００２２】
一つの例として、前記スキン層はポリエステル樹脂発泡体またはポリエステル樹脂コー
ティング層であり得、前記スキン層のセル大きさは、平均１００μｍ以下であり得る。具
体的には、前記スキン層のセル大きさは、平均０．１〜１００μｍ、０．１〜８０μｍ、
０．１〜７０μｍ、０．１〜６０μｍ、５〜１００μｍ、５〜８０μｍ、５〜７０μｍ、
１０〜１００μｍ、１０〜９０μｍ、１０〜８０μｍ、１０〜７０μｍ、１０〜６０μｍ
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、２０〜１００μｍ、２０〜９０μｍ、２０〜８０μｍ、２０〜７０μｍ、２０〜６０μ
ｍ、３０〜１００μｍ、３０〜９０μｍ、３０〜８０μｍ、３０〜７０μｍ、３０〜６０
μｍ、４０〜１００μｍ、４０〜９０μｍ、４０〜８０μｍ、４０〜７０μｍ、４０〜６
０μｍ、５０〜１００μｍ、５０〜９０μｍ、５０〜８０μｍ、３０〜５０μｍ、４０〜
５０μｍ、６０〜８０μｍ、７０〜９０μｍ、７０〜８０μｍまたは６５〜７５μｍであ
り得る。前記スキン層がポリエステル樹脂コーティング層である場合にはセルを形成しな
いこともあり、前記のようなスキン層を含むことによって発泡シートの表面均一度が優秀
となり得る。
【００２３】
また、本発明の発泡シートでスキン層の厚さは、平均５μｍ〜２００μｍ範囲であり得

10

る。具体的には、前記スキン層の厚さは、５μｍ〜１９０μｍ、５μｍ〜１８０μｍ、５
μｍ〜１６０μｍ、５μｍ〜１４０μｍ、５μｍ〜１２０μｍ、５μｍ〜１００μｍ、５
μｍ〜９０μｍ、５μｍ〜８０μｍ、５μｍ〜５０μｍ、５μｍ〜３０μｍ、１５μｍ〜
１９０μｍ、１５μｍ〜１８０μｍ、１５μｍ〜１６０μｍ、１５μｍ〜１４０μｍ、１
５μｍ〜１２０μｍ、１５μｍ〜１００μｍ、１５μｍ〜９０μｍ、１５μｍ〜８０μｍ
、１５μｍ〜５０μｍ、１５μｍ〜３０μｍ、２５μｍ〜２００μｍ、２５μｍ〜１９０
μｍ、２５μｍ〜１８０μｍ、２５μｍ〜１６０μｍ、２５μｍ〜１４０μｍ、２５μｍ
〜１２０μｍ、２５μｍ〜１００μｍ、２５μｍ〜９０μｍ、２５μｍ〜８０μｍ、２５
μｍ〜５０μｍ、２５μｍ〜３０μｍ、５０μｍ〜２００μｍ、５０μｍ〜１９０μｍ、
５０μｍ〜１８０μｍ、５０μｍ〜１６０μｍ、５０μｍ〜１４０μｍ、５０μｍ〜１２
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０μｍ、５０μｍ〜１００μｍ、５０μｍ〜９０μｍ、５０μｍ〜８０μｍ、１００μｍ
〜２００μｍ、１００μｍ〜１９０μｍ、１００μｍ〜１８０μｍ、１００μｍ〜１６０
μｍ、１００μｍ〜１４０μｍ、１００μｍ〜１２０μｍ、１２５μｍ〜２００μｍ、１
２５μｍ〜１９０μｍ、１２５μｍ〜１８０μｍ、１２５μｍ〜１６０μｍ、１２５μｍ
〜１４０μｍ、１５０μｍ〜２００μｍ、１５０μｍ〜１９０μｍ、１５０μｍ〜１８０
μｍ、１５０μｍ〜１６０μｍ、または１８０μｍ〜２００μｍであり得る。前記のよう
な厚さのスキン層を含むことによって、発泡シートの表面は均一性を示し、これに伴い、
本発明の発泡シートを食品容器として使う場合、リッド接着性が優秀な特性を示すことが
できる。
【００２４】
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一つの例として、本発明に係る発泡シートは、バリアー（Ｂａｒｒｉｅｒ）性能、親水
化機能または防水機能を有することができ、界面活性剤、親水化剤、熱安定剤、防水剤、
セル大きさ拡大剤、赤外線減衰剤、可塑剤、防火化学薬品、顔料、弾性ポリマー、押出補
助剤、酸化防止剤、造核剤、空転防止剤およびＵＶ吸収剤からなる群から選択される一つ
以上の機能性添加剤をさらに含むことができる。具体的には、本発明の発泡層は増粘剤、
造核剤、熱安定剤および発泡剤を含むことができる。
【００２５】
前記増粘剤は特に限定しないが、本発明では例えばピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ
）が使用され得る。
【００２６】
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前記造核剤の例としては、タルク、マイカ、シリカ、硅藻土、アルミナ、酸化チタン、
酸化亜鉛、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化カルシ
ウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸カリウム、硫酸バリウム
、炭酸水素ナトリウム、ガラスビーズなどの無機化合物が挙げられる。このような造核剤
は発泡層の機能性付与、費用の節減などの役割をすることができる。具体的には、本発明
ではタルク（Ｔａｌｃ）が使用され得る。
【００２７】
前記熱安定剤は、有機または無機リン化合物であり得る。前記有機または無機リン化合
物は、例えば、リン酸およびその有機エステル、亜リン酸およびその有機エステルであり
得る。例えば、前記熱安定剤は商業的に入手可能な物質であって、リン酸、アルキルホス
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フェートまたはアリールホスフェートであり得る。具体的には、本発明で熱安定剤はトリ
フェニルホスフェートであり得るが、これに制限されるものではなく、前記発泡層の熱的
安定性を向上させることができるものであれば、通常の範囲内で制限なく使用可能である
。
【００２８】
前記発泡剤の例としては、Ｎ２、ＣＯ２、フレオン、ブタン、ペンタン、ネオペンタン
、ヘキサン、イソヘキサン、ヘプタン、イソヘプタン、メチルクロライドなどの物理的発
泡剤またはアゾジカルボンアミド（ａｚｏｄｉｃａｒｂｏｎａｍｉｄｅ）系化合物、Ｐ，
Ｐ

−オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）［Ｐ，Ｐ

ｎｚｅｎｅ

ｓｕｌｆｏｎｙｌ

ｂｉｓ（ｂｅ

ｈｙｄｒａｚｉｄｅ）］系化合物、Ｎ，Ｎ

ソペンタメチレンテトラミン（Ｎ，Ｎ
ｅｎｅ

−ｏｘｙ

−ｄｉｎｉｔｒｏｓｏ

−ジニトロ

10

ｐｅｎｔａｍｅｔｈｙｌ

ｔｅｔｒａｍｉｎｅ）系化合物などの化学的発泡剤があり、具体的には、本発明

ではＣＯ２が使用され得る。
【００２９】
発泡シートの製造方法
【００３０】
また、本発明は、ポリエステル樹脂を押出および発泡して発泡層を形成する段階；およ
び連続的に前記ポリエステル樹脂発泡層の一面または両面にスキン層を形成する段階を含
み、形成された発泡シートは０．１μｍ〜１．５μｍの中心線表面粗さ（Ｒａ）を有する
ことを特徴とする発泡シートの製造方法を提供する。

20

【００３１】
ここで、「連続的に」とは、ポリエステル樹脂発泡層を形成するとともに、あるいはポ
リエステル樹脂発泡層が形成される過程で別途の追加の段階なしに、連続的にポリエステ
ル樹脂発泡層上にスキン層を形成することを意味する。例えば、ポリエステル樹脂発泡層
とスキン層が共押出を通じて同時に形成されるか、押出および発泡を通じて製造されて出
てくるポリエステル樹脂発泡層の表面を急速冷却して、発泡層の一面または両面にスキン
層を形成することができる。
【００３２】
具体的には、本発明に係る発泡シートの製造方法は、平均０．１μｍ〜１．５μｍの中
心線表面粗さ（Ｒａ）を有する発泡シートを製造することができる。具体的には、前記製
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造された発泡シートの中心線表面粗さ（Ｒａ）は、平均０．２μｍ〜１．４μｍ、０．２
μｍ〜１．２μｍ、０．２μｍ〜１．１μｍ、０．４μｍ〜１．５μｍ、０．４μｍ〜１
．４μｍ、０．４μｍ〜１．３μｍ、０．４μｍ〜１．１μｍ、０．６μｍ〜１．５μｍ
、０．６μｍ〜１．３μｍ、０．６μｍ〜１．１μｍ、０．８μｍ〜１．５μｍ、０．８
μｍ〜１．３μｍ、０．８μｍ〜１．１μｍ、０．７５μｍ〜１．１５μｍ、０．５μｍ
〜１．０μｍ、０．５μｍ〜０．９μｍ、０．６μｍ〜１．０μｍ、０．７μｍ〜１．０
μｍ、０．７μｍ〜０．９μｍ、０．８５μｍ〜１．４μｍ、０．９μｍ〜１．２μｍ、
０．９５μｍ〜１．１５μｍ、または０．９５μｍ〜１．１μｍであり得る。より具体的
には、前記製造された発泡シートの中心線粗さ（Ｒａ）は、平均０．７５μｍ〜１．１μ
ｍであり得る。本発明に係る発泡シートの製造方法は、ポリエステル樹脂発泡層上にスキ

40

ン層を形成することによって前記のような中心線表面粗さ値を有するため、表面均一度が
優秀な発泡シートを製造することができる。
【００３３】
また、本発明に係る発泡シート製造方法は、結晶化度が平均５％〜１５％範囲である発
泡シートを製造することができる。具体的には、前記製造された発泡シートの結晶化度は
、平均５％〜１５％、５％〜１４％、５％〜１３％、５％〜１２％、５％〜１０％、５％
〜９％、５％〜８％、５％〜７％、７％〜１５％、７％〜１４％、７％〜１３％、７％〜
１２％、７％〜１０％、７％〜９％、７％〜８％、９％〜１５％、９％〜１４％、９％〜
１３％、９％〜１２％、９％〜１０％、１０％〜１５％、１０％〜１４％、１０％〜１２
％、１２％〜１５％、１２％〜１４％、１２％〜１３％、１３％〜１５％、１３％〜１４
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％または１４％〜１５％であり得る。本発明に係る発泡シートの製造方法は、前記範囲の
結晶化度を有するため成形性が優秀な発泡シートを製造することができる。
【００３４】
一つの例示において、前記ポリエステル樹脂発泡層を形成する段階は、平均１ｍｍ〜５
ｍｍ厚さの発泡層を形成することができる。具体的には、前記ポリエステル樹脂発泡層を
形成する段階は１ｍｍ〜４．５ｍｍ、１ｍｍ〜４ｍｍ、１ｍｍ〜３．５ｍｍ、１ｍｍ〜３
ｍｍ、１ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．５ｍｍ〜５ｍｍ、１．５ｍｍ〜４．５ｍｍ、１．５ｍｍ
〜４ｍｍ、１．５ｍｍ〜３．５ｍｍ、１．５ｍｍ〜３ｍｍ、１．５ｍｍ〜２．５ｍｍ、２
ｍｍ〜５ｍｍ、２ｍｍ〜４．５ｍｍ、２ｍｍ〜４ｍｍ、２ｍｍ〜３．５ｍｍ、２ｍｍ〜３
ｍｍ、２ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．８ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．６ｍｍ〜２．５ｍｍ、１．５

10

ｍｍ〜２．２ｍｍ、１．４ｍｍ〜２．１ｍｍまたは１．８ｍｍ〜２．２ｍｍ厚さのポリエ
ステル樹脂発泡層を形成することができる。
【００３５】
例えば、前記ポリエステル樹脂発泡層を形成する段階は、平均１００〜３００μｍ大き
さのセルを形成することができる。具体的には、前記発泡層を形成する段階は、平均１０
０〜２８０μｍ、１００〜２６０μｍ、１００〜２４０μｍ、１００〜２２０μｍ、１０
０〜２００μｍ、１００〜１８０μｍ、１００〜１６０μｍ、１００〜１８０μｍ、１５
０〜２８０μｍ、１５０〜２６０μｍ、１５０〜２４０μｍ、１５０〜２２０μｍ、１５
０〜２００μｍ、１５０〜１８０μｍ、２００〜３００μｍ、２００〜２８０μｍ、２０
０〜２６０μｍ、２００〜２４０μｍ、２００〜２２０μｍ、２００〜３００μｍ、２５

20

０〜３００μｍ、２３０〜２５０μｍまたは２３０〜２７０μｍ大きさのセルを形成する
ことができる。前記大きさのセルを形成することによって、本発明の発泡シートは優秀な
強度および耐熱性を示すことができる。
【００３６】
一つの例として、前記ポリエステル樹脂発泡層を形成する段階は、ポリエステル樹脂を
押出および発泡して発泡層を形成することができる。前記ポリエステル樹脂は、ポリエチ
レンテレフタレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ

）、ポリブチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｂｕｔｙｌｅｎｅ
ｔｅ、ＰＢＴ）、ポリ乳酸（Ｐｏｌｙ
ール酸（Ｐｏｌｙｇｌｙｃｏｌｉｃ

Ｌａｃｔｉｃ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａ

ａｃｉｄ、ＰＬＡ）、ポリグリコ

ａｃｉｄ、ＰＧＡ）、ポリプロピレン（Ｐｏｌｙｐ

30

ｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ポリエチレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ、ＰＥ）、ポリエ
チレンアジペート（Ｐｏｌｙｅｈｔｙｌｅｎｅ

ａｄｉｐａｔｅ、ＰＥＡ）、ポリトリメ

チレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔ

ｅ、ＰＴＴ）およびポリエチレンナフタレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

ｎａｐｈｔｈ

ａｌａｔｅ、ＰＥＮ）からなる群から選択された一つ以上を含むことができる。具体的に
は、前記ポリエステル樹脂は、ポリエチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ
Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）樹脂であり得る。
【００３７】
本発明で、ポリエステル樹脂発泡層を形成する段階はポリエステル樹脂を発泡させる発
泡工程であって、多様な形態の押出機を利用して遂行可能である。ポリエステル樹脂発泡
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層を形成する段階は、大きくビーズ発泡または押出発泡を通じて遂行することができ、押
出発泡が好ましい。前記ビーズ発泡は、一般的に、樹脂ビーズを加熱して１次発泡させ、
これを適当な時間の間熟成させた後に板状、筒状の金型に満たして再び加熱し、２次発泡
によって融着、成形して製品を作る方法である。前記押出発泡は、樹脂溶融物を連続的に
押出および発泡させることによって、工程段階を単純化することができ、大量生産が可能
であり、ビーズ発泡時のビーズの間で亀裂と粒状破壊現象などを防止してより優秀な屈曲
強度および圧縮強度を具現することができる。
【００３８】
一つの例として、本発明のポリエステル樹脂発泡層を形成する段階は、多様な形態の添
加剤が投入され得る。前記添加剤は必要に応じて、流体連結ライン中に投入されるか、あ
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るいは発泡工程中に投入され得る。添加剤の例としては、バリアー（Ｂａｒｒｉｅｒ）性
能、親水化機能または防水機能を有することができ、増粘剤、界面活性剤、親水化剤、熱
安定剤、防水剤、セル大きさ拡大剤、赤外線減衰剤、可塑剤、防火化学薬品、顔料、弾性
ポリマー、押出補助剤、酸化防止剤、造核剤、空転防止剤およびＵＶ吸収剤からなる群か
ら選択される一つ以上の機能性添加剤を含むことができる。具体的には、本発明の発泡シ
ートの製造方法は、増粘剤、造核剤、熱安定剤および発泡剤のうち１種以上を投入するこ
とができ、前記で列挙された機能性添加剤のうち１種以上をさらに含むことができる。
【００３９】
例えば、本発明のポリエステル樹脂発泡層を形成する段階は、増粘剤、親水化剤、熱安
定剤、防水剤、セル大きさ拡大剤、赤外線減衰剤、可塑剤、防火化学薬品、顔料、弾性ポ

10

リマー、押出補助剤、酸化防止剤、造核剤、空転防止剤およびＵＶ吸収剤からなる群から
選択される一つ以上の添加剤を流体連結ライン中に投入することができる。発泡体の製造
時に必要な添加剤のうち、流体連結ライン中に投入されなかった添加剤は、押出工程中に
投入可能である。
【００４０】
前記増粘剤は特に限定しないが、本発明では例えばピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ
）が使用され得る。
【００４１】
前記造核剤の例としては、タルク、マイカ、シリカ、硅藻土、アルミナ、酸化チタン、
酸化亜鉛、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化カルシ

20

ウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸カリウム、硫酸バリウム
、炭酸水素ナトリウム、ガラスビーズなどの無機化合物などが挙げられる。このような造
核剤は発泡層の機能性付与、費用の節減などの役割をすることができる。具体的には、本
発明ではタルク（Ｔａｌｃ）が使用され得る。
【００４２】
前記熱安定剤は、有機または無機リン化合物であり得る。前記有機または無機リン化合
物は、例えば、リン酸およびその有機エステル、亜リン酸およびその有機エステルであり
得る。例えば、前記熱安定剤は商業的に入手可能な物質であって、リン酸、アルキルホス
フェートまたはアリールホスフェートであり得る。具体的には、本発明で熱安定剤はトリ
フェニルホスフェートであり得るが、これに制限されるものではなく、前記発泡層の熱的
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安定性を向上させることができるものであれば、通常の範囲内で制限なく使用可能である
。
【００４３】
前記発泡剤の例としては、Ｎ２、ＣＯ２、フレオン、ブタン、ペンタン、ネオペンタン
、ヘキサン、イソヘキサン、ヘプタン、イソヘプタン、メチルクロライドなどの物理的発
泡剤またはアゾジカルボンアミド（ａｚｏｄｉｃａｒｂｏｎａｍｉｄｅ）系化合物、Ｐ，
Ｐ

−オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）［Ｐ，Ｐ

ｎｚｅｎｅ

ｓｕｌｆｏｎｙｌ

ｂｉｓ（ｂｅ

ｈｙｄｒａｚｉｄｅ）］系化合物、Ｎ，Ｎ

ソペンタメチレンテトラミン（Ｎ，Ｎ
ｅｎｅ

−ｏｘｙ

−ｄｉｎｉｔｒｏｓｏ

−ジニトロ

ｐｅｎｔａｍｅｔｈｙｌ

ｔｅｔｒａｍｉｎｅ）系化合物などの化学的発泡剤があり、具体的には、本発明
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ではＣＯ２が使用され得る。
【００４４】
また、防水剤は特に限定されず、例えば、シリコン系列、エポキシ系列、シアノアクリ
ル酸系列、ポリビニルアクリレート系列、エチレンビニルアセテート系列、アクリレート
系列、ポリクロロプレン系列、ポリウレタン樹脂とポリエーテル樹脂の混合体系列、ポリ
オールとポリウレタン樹脂の混合体系列、アクリリックポリマーとポリウレタン樹脂の混
合体系列、ポリイミド系列およびシアノアクリレートとウレタンの混合体系列などの混合
物を含むことができる。
【００４５】
一つの例として、本発明に係るスキン層を形成する段階は、前記ポリエステル樹脂発泡
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層を急速冷却させて形成するか、ポリエステル樹脂を共押出してスキン層を形成すること
ができる。
【００４６】
具体的には、前記スキン層をプラスチック樹脂を共押出して形成する場合、プラスチッ
ク樹脂を共押出してコーティング層およびスキン層を製造することができる。前記ポリエ
ステル樹脂は、ポリエチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈ

ｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｂｕｔｙｌｅｎｅ
Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＢＴ）、ポリ乳酸（Ｐｏｌｙ
、ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（Ｐｏｌｙｇｌｙｃｏｌｉｃ

Ｌａｃｔｉｃ

ａｃｉｄ

ａｃｉｄ、ＰＧＡ）、ポリ

プロピレン（Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ポリエチレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌ
ｅｎｅ、ＰＥ）、ポリエチレンアジペート（Ｐｏｌｙｅｈｔｙｌｅｎｅ

10

ａｄｉｐａｔｅ

、ＰＥＡ）、ポリトリメチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔ

ｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＴＴ）およびポリエチレンナフタレン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙ
ｌｅｎｅ

ｎａｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＮ）からなる群から選択された一つ以上を含む

ことができる。具体的には、本発明に係るスキン層はポリエチレンテレフタレート（Ｐｏ
ｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）樹脂を共押出して形成す

ることができる。
【００４７】
また、スキン層をポリエステル樹脂発泡層の表面を急速冷却して形成する場合は、−２
０℃〜０℃の温度範囲で遂行することができる。具体的には、ポリエステル樹脂発泡層の
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表面を急速冷却してスキン層を形成する場合は、−２０℃〜１５℃、−１５℃〜１０℃ま
たは−１０℃〜０℃の温度範囲で遂行することができる。前記温度範囲でポリエステル樹
脂発泡層の表面を急速冷却させることによって適切な大きさのセルを形成することができ
、これによって発泡シートの表面が均一となり得る。
【００４８】
一つの例示において、前記スキン層を形成する段階は、平均５μｍ〜１００μｍ厚さの
スキン層を形成することができる。具体的には、前記スキン層を形成する段階は、５μｍ
〜１９０μｍ、５μｍ〜１８０μｍ、５μｍ〜１６０μｍ、５μｍ〜１４０μｍ、５μｍ
〜１２０μｍ、５μｍ〜１００μｍ、５μｍ〜９０μｍ、５μｍ〜８０μｍ、５μｍ〜５
０μｍ、５μｍ〜３０μｍ、１５μｍ〜１９０μｍ、１５μｍ〜１８０μｍ、１５μｍ〜
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１６０μｍ、１５μｍ〜１４０μｍ、１５μｍ〜１２０μｍ、１５μｍ〜１００μｍ、１
５μｍ〜９０μｍ、１５μｍ〜８０μｍ、１５μｍ〜５０μｍ、１５μｍ〜３０μｍ、２
５μｍ〜２００μｍ、２５μｍ〜１９０μｍ、２５μｍ〜１８０μｍ、２５μｍ〜１６０
μｍ、２５μｍ〜１４０μｍ、２５μｍ〜１２０μｍ、２５μｍ〜１００μｍ、２５μｍ
〜９０μｍ、２５μｍ〜８０μｍ、２５μｍ〜５０μｍ、２５μｍ〜３０μｍ、５０μｍ
〜２００μｍ、５０μｍ〜１９０μｍ、５０μｍ〜１８０μｍ、５０μｍ〜１６０μｍ、
５０μｍ〜１４０μｍ、５０μｍ〜１２０μｍ、５０μｍ〜１００μｍ、５０μｍ〜９０
μｍ、５０μｍ〜８０μｍ、１００μｍ〜２００μｍ、１００μｍ〜１９０μｍ、１００
μｍ〜１８０μｍ、１００μｍ〜１６０μｍ、１００μｍ〜１４０μｍ、１００μｍ〜１
２０μｍ、１２５μｍ〜２００μｍ、１２５μｍ〜１９０μｍ、１２５μｍ〜１８０μｍ
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、１２５μｍ〜１６０μｍ、１２５μｍ〜１４０μｍ、１５０μｍ〜２００μｍ、１５０
μｍ〜１９０μｍ、１５０μｍ〜１８０μｍ、１５０μｍ〜１６０μｍ、または１８０μ
ｍ〜２００μｍ厚さのスキン層を形成することができる。前記のような厚さのスキン層を
形成することによって、発泡シートの表面は均一性を示し、これに伴い、本発明の発泡シ
ートを食品容器として使う場合、リッド接着性が優秀な特性を示すことができる。
【００４９】
一つの例として、前記スキン層を形成する段階は、平均１００μｍ以下の大きさのセル
を形成することができる。具体的には、前記スキン層は、平均００．１〜１００μｍ、０
．１〜８０μｍ、０．１〜７０μｍ、０．１〜６０μｍ、５〜１００μｍ、５〜８０μｍ
、５〜７０μｍ、１０〜１００μｍ、１０〜９０μｍ、１０〜８０μｍ、１０〜７０μｍ
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、１０〜６０μｍ、２０〜１００μｍ、２０〜９０μｍ、２０〜８０μｍ、２０〜７０μ
ｍ、２０〜６０μｍ、３０〜１００μｍ、３０〜９０μｍ、３０〜８０μｍ、３０〜７０
μｍ、３０〜６０μｍ、４０〜１００μｍ、４０〜９０μｍ、４０〜８０μｍ、４０〜７
０μｍ、４０〜６０μｍ、５０〜１００μｍ、５０〜９０μｍ、５０〜８０μｍ、３０〜
５０μｍ、４０〜５０μｍ、６０〜８０μｍ、７０〜９０μｍ、７０〜８０μｍまたは６
５〜７５μｍ大きさのセルを形成することができる。前記のようなスキン層を発泡シート
に形成することによって、発泡シートの表面が均一となり得、これに伴い、接着性が向上
され得る。
【００５０】
食品容器

10

【００５１】
併せて、本発明は本発明に係る発泡シートを含む食品容器を提供する。
【００５２】
例えば、前記食品容器は発泡シートの一面にバリアー層をさらに含むことができる。前
記バリアー層はエチレンビニルアルコールを含むことができる。前記のようなバリアー層
を含むことによって、本発明の食品容器はガスバリア特性を有し、水蒸気透過度が優秀で
あり、具体的には、窒素充電食品容器に使用可能である。
【００５３】
また、前記食品容器は本発明の発泡シートを含むことによって、発泡シートのスキン層
により表面粗さが低くて食品容器のリッド（ｌｉｄ）との接着性が優秀であるため、リッ
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ドを通じての機密性が向上され得る。これを通じて、前記食品容器は容器内の食品の保管
および維持が容易となり得る。
【００５４】
一つの例示において、本発明の食品容器は本発明に係る発泡シートを成形して製造され
た成形品であり得る。具体的には、本発明に係る食品容器は発泡シートの第１面には、平
均３５℃〜６５℃範囲の温度で加熱および加圧し、同時に前記発泡シートの第２面には、
平均６０℃〜９０℃範囲の温度で加熱および加圧して発泡シートを成形することによって
製造され得る。より具体的には、前記発泡シートを成形する前に熱処理されたものであり
得る。
【００５５】
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一つの例示において、本発明の食品容器の結晶化度は１５％〜３５％であり得る。具体
的には、前記発泡シートを成形して製造された食品容器の結晶化度は、１５％〜３５％、
１５％〜３３％、１５％〜３０％、１５％〜２８％、１５％〜２５％、１５％〜２３％、
１５％〜２０％、２０％〜３５％、２０％〜３３％、２０％〜３０％、２０％〜２８％、
２０％〜２５％、２０％〜２３％、２５％〜３５％、２５％〜３３％、２５％〜３０％、
２５％〜２８％、２８％〜３５％、２８％〜３３％、２８％〜３０％、３０％〜３５％、
３０％〜３３％、３３％〜３５％、２３％〜２８％、２５％〜２５％、または２８％〜３
３％であり得る。前記のような結晶化度を有することによって、本発明の食品容器は優秀
な強度および成形性を有することができる。
【００５６】

40

もう一つの例として、本発明に係る食品容器は、下記の数学式１を満足することができ
る：
【００５７】
［数学式１］
｜Ｖ１−Ｖ０｜／Ｖ０×１００≦１０％
【００５８】
前記数学式１において、Ｖ０は食品容器に１００℃の水を入れて２分の間露出させる前
の食品容器の体積であって、単位はｃｍ３であり、Ｖ１は食品容器に１００℃の水を入れ
て２分の間露出させた後の食品容器の体積であって、単位はｃｍ３である。
【００５９】
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具体的には、製造された食品容器のサンプルに１００℃の水を入れて２分の間露出させ
る前後の寸法変化率を測定した。これは、食品容器の実際の使用環境と対応する測定値で
ある。例えば、前記体積は、発泡シートの長さ、幅および厚さのそれぞれの長さを乗算し
て計算された値を意味し得る。例えば、前記数学式１による寸法変化率は、１０％以下、
８％以下、７％以下、６％以下、５％以下、３％以下、２％以下、０．５％〜１０％、０
．５％〜９％、０．５％〜８％、０．５％〜６％、０．５％〜５％、０．５％〜３％、０
．５％〜１．５％、１％〜５％、１％〜３％、３％〜１０％または５％〜１０％であり得
る。前記範囲内の数学式１の値を満足することによって、本発明に係る食品容器は高い温
度環境で使用しても形態の変化がほとんど発生しないことが分かる。その結果、本発明に
係る食品容器は耐熱性が優秀である。

10

【００６０】
以下、実施例および比較例を通じて前記の内容をより具体的に説明するが、本発明の範
囲は下記に提示された内容によって制限されるものではない。
【００６１】
実施例１：ポリエステル樹脂発泡層およびスキン層を含む発泡シート（表面急速冷却）
本発明に係る発泡シートを製造するために、まずＰＥＴ樹脂１００重量部を１３０℃で
乾燥させて水分を除去したし、第１押出機に前記水分が除去されたＰＥＴ樹脂と前記水分
が除去されたＰＥＴ樹脂１００重量部を基準として、ピロメリット酸無水物（Ｐｙｒｏｍ
ｅｌｌｉｔｉｃ

ｄｉａｎｈｙｄｒｉｄｅ）１重量部、タルク１重量部およびＩｒｇａｎ

ｏｘ（ＩＲＧ

１０１０）０．１重量部を混合し、２８０℃に加熱して樹脂溶融物を製造
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した。その後、第１押出機に発泡剤としてＢｕｔａｎｅをＰＥＴ樹脂１００重量部を基準
として５重量部投入し押出発泡したし、発泡層を２ｍｍの厚さに形成してポリエステル発
泡層を製造した。この時、冷却装置である円筒形のＭａｎｄｒｅｌの温度を−２０℃に維
持させて発泡層の表面を急速冷却させて発泡層上にスキン層を形成した発泡シートを製造
した。
【００６２】
この時、製造されたスキン層のセルサイズは４０〜９０μｍであり、発泡層のセルサイ
ズは３００〜５００μｍであった。
【００６３】
実施例２：ポリエステル樹脂発泡層およびスキン層を含む発泡シート（表面急速冷却）
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本発明に係る発泡シートを製造するために、まずＰＥＴ樹脂１００重量部を１３０℃で
乾燥させて水分を除去したし、第１押出機に前記水分が除去されたＰＥＴ樹脂と前記水分
が除去されたＰＥＴ樹脂１００重量部を基準として、ピロメリット酸無水物（Ｐｙｒｏｍ
ｅｌｌｉｔｉｃ
ｏｘ（ＩＲＧ

ｄｉａｎｈｙｄｒｉｄｅ）１重量部、タルク１重量部およびＩｒｇａｎ
１０１０）０．１重量部を混合し、２８０℃に加熱して樹脂溶融物を製造

した。その後、第１押出機に発泡剤としてＢｕｔａｎｅをＰＥＴ樹脂１００重量部を基準
として５重量部投入し押出発泡したし、発泡層を２ｍｍの厚さに形成してポリエステル発
泡層を製造した。この時、冷却装置である円筒形のＭａｎｄｒｅｌの温度を−１０℃に維
持させて発泡層の表面を急速冷却させて発泡層上にスキン層を形成した発泡シートを製造
した。

40

【００６４】
この時、製造されたスキン層のセルサイズは５０〜１００μｍであり、発泡層のセルサ
イズは３００〜５００μｍであった。
【００６５】
実施例３：ポリエステル樹脂発泡層およびスキン層を含む発泡シート（共押出）
本発明に係る発泡シートを製造するために、まずＰＥＴ樹脂を１３０度で乾燥させて水
分を除去したし、第１押出機に前記水分が除去されたＰＥＴ樹脂と前記水分が除去された
ＰＥＴ樹脂１００重量部を基準として、ピロメリット酸無水物（Ｐｙｒｏｍｅｌｌｉｔｉ
ｃ

ｄｉａｎｈｙｄｒｉｄｅ）１重量部、タルク１重量部およびＩｒｇａｎｏｘ（ＩＲＧ
１０１０）０．１重量部を混合し、２８０℃に加熱して樹脂溶融物を製造した。
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【００６６】
その後、第１押出機に発泡剤としてＢｕｔａｎｅをＰＥＴ樹脂１００重量部を基準とし
て５重量部投入した。
【００６７】
一方、第２押出機には表面層となるスキン層形成用の樹脂層として、ＰＥＴ樹脂を１０
０重量部を前記第２押出機に供給して２８０℃に加熱溶融した。
【００６８】
その後、この溶融状態のスキン層樹脂組成物を、分岐流路を有する分配管で合流金型の
管体とスリットからそれぞれ合計が１５ｋｇ／時間とされる量で吐出させて、発泡性樹脂
組成物の外層側に積層合流させた後、合流金型の先端と接続されたサーキュラーダイ（口

10

径１１０ｍｍ、スリット隙間０．９５ｍｍ）から１１５ｋｇ／時間となる樹脂吐出量で円
筒形に共押出させることによって、発泡層を通じてその外側にスキン層が積層された発泡
シートを形成した。この時、発泡層を２ｍｍの厚さに形成したし、冷却装置である円筒形
のＭａｎｄｒｅｌの温度を−１０℃に維持させて発泡シートを製造した。
【００６９】
この時、製造されたスキン層のセルサイズは０μｍであり、発泡層のセルサイズは３０
０〜５００μｍであった。
【００７０】
実施例４：食品容器
実施例１で製造した発泡シートをＨｅａｔｅｒで熱を加えてシートの表面温度を１６０

20

℃に加熱した後、キャビティの温度が４５℃であり、プラグの温度が６５℃である発泡シ
ート成形装置を利用して１０秒の間Ｐｒｅｓｓして四角状の食品容器を製造した。
【００７１】
実施例５：食品容器
実施例２で製造した発泡シートを使ったことを除いては実施例４と同じ方法で食品容器
を製造した。
【００７２】
実施例６：食品容器
実施例３で製造した発泡シートを使ったことを除いては実施例４と同じ方法で食品容器
30

を製造した。
【００７３】
比較例１
まずＰＥＴ樹脂１００重量部を１３０℃で乾燥させて水分を除去したし、第１押出機に
前記水分が除去されたＰＥＴ樹脂と前記水分が除去されたＰＥＴ樹脂１００重量部を基準
として、ピロメリット酸無水物（Ｐｙｒｏｍｅｌｌｉｔｉｃ
１重量部、タルク１重量部およびＩｒｇａｎｏｘ（ＩＲＧ

ｄｉａｎｈｙｄｒｉｄｅ）
１０１０）０．１重量部を混

合し、２８０℃に加熱して樹脂溶融物を製造した。その後、第１押出機に発泡剤としてＢ
ｕｔａｎｅをＰＥＴ樹脂１００重量部を基準として５重量部投入し押出発泡したし、発泡
層を２ｍｍの厚さに形成してポリエステル発泡層を製造した。この時、冷却装置である円
筒形のＭａｎｄｒｅｌの温度を３０℃に維持させて発泡層の表面を急速冷却させて発泡層

40

を含む発泡シートを製造した。
【００７４】
この時、製造した発泡シートの表面と内部に形成されたセルサイズは３００〜５００μ
ｍであった。
【００７５】
比較例２
まずＰＥＴ樹脂１００重量部を１３０℃で乾燥させて水分を除去したし、第１押出機に
前記水分が除去されたＰＥＴ樹脂と前記水分が除去されたＰＥＴ樹脂１００重量部を基準
として、ピロメリット酸無水物（Ｐｙｒｏｍｅｌｌｉｔｉｃ
１重量部、タルク１重量部およびＩｒｇａｎｏｘ（ＩＲＧ

ｄｉａｎｈｙｄｒｉｄｅ）
１０１０）０．１重量部を混
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合し、２８０℃に加熱して樹脂溶融物を製造した。その後、第１押出機に発泡剤としてＢ
ｕｔａｎｅをＰＥＴ樹脂１００重量部を基準として５重量部投入し押出発泡したし、発泡
層を２ｍｍの厚さに形成してポリエステル発泡層を製造した。この時、冷却装置である円
筒形のＭａｎｄｒｅｌの温度を５０℃に維持させて発泡層の表面を急速冷却させて発泡層
を含む発泡シートを製造した。
【００７６】
この時、製造した発泡シートの表面と内部に形成されたセルサイズは７００〜１０００
μｍであった。
【００７７】
10

比較例３：食品容器
比較例１で製造した発泡シートを使ったことを除いては実施例４と同じ方法で食品容器
を製造した。
【００７８】
比較例４：食品容器
比較例２で製造した発泡シートを使ったことを除いては実施例４と同じ方法で食品容器
を製造した。
【００７９】
実験例１：発泡シートの物性測定
前記実施例に係る発泡シートおよび比較例で製造された発泡シートの物性を評価するた
めに、中心線表面粗さ、高温伸び率、およびリッド接着性を測定した。測定方法は下記に

20

記載したし、その結果は下記の表１の通りである。
【００８０】
１）中心線表面粗さの測定
ＫＳ

Ｂ

０１６１に基づいて中心線表面粗さ値を測定した。

【００８１】
２）高温伸び率
直径が１０ｃｍである円形の発泡シートのサンプルを２００℃のオーブンで６０秒の間
露出させる前と後の発泡シートの体積変化率を測定した。
【００８２】
30

３）リッド接着性測定
ＰＥＴ

ｆｏａｍ

Ｓｈｅｅｔとリッドフィルム（ＥＶＡホットメルト６０μｍ）を２

５＊６０ｍｍで準備して、リッド接着用Ｈｏｔ
力でＳｅａｌｉｎｇした後、ＫＳ

Ｍ

Ｐｒｅｓｓで温度１５０℃で２ｋｇｆ圧

３７２５規格を基準として引張試験機を利用して

引張速度２００ｍｍ／分の速度で剥離強度を測定した。
【００８３】
【表１】

40

【００８４】
表１を詳察すると、実施例１〜３の発泡シートの中心線表面粗さ値は０．５μｍ〜２μ
ｍであることを確認することができる。その反面、比較例１および２の発泡シートは中心
線表面粗さ値がそれぞれ５μｍおよび７μｍに表され、本発明に係る発泡シートの表面粗
さ値が遥かに小さく、発泡シートの表面が均一であることが分かる．また、実施例１〜３
の発泡シートは高温伸び率を測定した結果、２５０〜３５０％の高温伸び率（２００℃、
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６０秒）を表すことを確認することができる。その反面、比較例１および２の発泡シート
は高温伸び率がそれぞれ１５０％および１８０％に表れることを確認することができる。
これを通じて、本発明に係る発泡シートは高温伸び率が優秀であるため、発泡シートの成
形性が優秀であることが分かる。
【００８５】
さらに、実施例１および２の発泡シートは、ＫＳ

Ｍ

３７２５による剥離強度が０．

７ｋｇｆ以上であり、具体的には、０．７〜１．１ｋｇｆの値を表す。比較例の発泡シー
トが０．４または０．５ｋｇｆ程度の剥離強度を有するので、比較例と比較して２〜３倍
程度に剥離強度が増加したことを確認することができる。これを通じて、本発明に係る発
10

泡シートはリッド接着性が優秀であることが分かる。
【００８６】
実験例２
本発明に係る発泡シートの形態を確認するために、実施例３の発泡シートを対象に走査
電子顕微鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎ

Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ、ＳＥＭ）撮

影を遂行したし、測定された結果を図３〜図６に示した。
【００８７】
図３は実施例１の発泡シートの断面を走査電子顕微鏡で撮影したイメージであって、ポ
リエステル樹脂発泡層の一面にスキン層が形成されており、ポリエステル樹脂発泡層は、
微細なセルを含んでいることを確認することができる。具体的には、ポリエステル樹脂発
泡層の厚さは約１．２±０．１ｍｍであり、スキン層の厚さは２００±５μｍであり、ポ

20

リエステル樹脂発泡層上にスキン層が形成されて発泡シートの表面がなめらかで均一であ
ることが分かる。また、ポリエステル樹脂発泡層に形成されたセルは３００〜５００μｍ
であり、スキン層に形成されたセルは４０〜９０μｍであることが分かる。
【００８８】
また、図４は実施例３の発泡シートの断面を走査電子顕微鏡で撮影したイメージであっ
て、ポリエステル樹脂発泡層の一面にスキン層が形成されており、ポリエステル樹脂発泡
層は、微細なセルを含んでいることを確認することができる。具体的には、ポリエステル
樹脂発泡層の厚さは約１．５±０．１ｍｍであり、スキン層の厚さは９０±５μｍであり
、ポリエステル樹脂発泡層上にスキン層が形成されて発泡シートの表面がなめらかで均一
であることが分かる。また、ポリエステル樹脂発泡層に形成されたセルは約３００〜５０

30

０μｍであり、スキン層に形成されたセルは０μｍであることが分かる。
【００８９】
これと比較して、図５は比較例１の発泡シートの断面を走査電子顕微鏡で撮影したイメ
ージであって、ポリエステル樹脂発泡層の一面にスキン層が形成されていないことを確認
することができる。具体的には、ポリエステル樹脂発泡層の厚さは約１．５±０．１ｍｍ
であり、ポリエステル樹脂発泡層に形成されたセルは３００〜５００μｍであることが分
かる。
【００９０】
これを通じて、本発明に係る発泡シートは発泡層の一面または両面にスキン層を形成す
ることによって、表面が均一でリッド接着性が優秀であることが分かる。

40

【００９１】
実験例３
本発明に係る発泡シートで製造した食品容器の物性を確認するために、実施例４〜６、
比較例３および４で製造した食品容器はＨ／Ｄ（Ｈ：収容部の深さ、Ｄ：開口部の直径）
が０．４である四角形態の容器で、熱成形して製造したものであって、前記食品容器を対
象に高温の水を入れた時の下記の数学式１による体積変化率を測定して耐熱性を評価した
し、前記食品容器の側面と下面の厚さ比率を測定して成形性を評価したのであり、その結
果は表２に表した。
【００９２】
［数学式１］
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｜Ｖ１−Ｖ０｜／Ｖ０×１００
【００９３】
前記数学式１において、Ｖ０は食品容器に１００℃の水を入れて２分の間露出させる前
の食品容器の体積であって、単位はｃｍ３であり、Ｖ１は食品容器に１００℃の水を入れ
て２分の間露出させた後の食品容器の体積であって、単位はｃｍ３である。
【００９４】
【表２】

10

【００９５】
表２を詳察すると、実施例４〜６の食品容器は耐熱性実験を通じて寸法変化率を測定し
た結果、数学式１で示した寸法変化率値が１％以下に示されることが分かる。具体的には
、実施例１〜３の寸法変化率はいずれも１％に示された。その反面、比較例３および４の
食品容器の寸法変化率は３％以上であって、高温の状態で寸法変化率が高いものと示され
た。したがって、本発明に係る発泡シートは耐熱性が優秀であることが分かる。
【００９６】
また、実施例４〜６の食品容器は側下厚さ比率を測定した結果、食品容器の側面と下面

20

の厚さ比率が０．８％以上であることを確認することができる。具体的には、実施例４〜
６の食品容器の側下厚さ比率はそれぞれ０．９または１と示された。その反面、比較例３
および４で製造した食品容器の側面と下面の厚さ比率は０．５または０．３であることを
確認することができる。これを通じて、本発明に係る発泡シートは、成形性が優秀である
ため食品容器の製造が容易であることが分かる。
【００９７】
本発明に係る発泡シートは発泡層の一面または両面にスキン層を形成することによって
、発泡シートの表面が均一であり、一定範囲の結晶化度を有するため熱成形性が優秀であ
るだけでなく、リッド接着性が優秀であり、体積変化率が小さい食品容器を提供すること
ができる。
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】
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