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Multilayer coextrusion enables the fabrication of films with a desired combination of properties by merging the 

advantages of two or more polymers. In this work, multilayer films prepared by the coextrusion of two 

fluoropolymers was used to investigate the effect of varying the number of layers and consequently, the layer 

thickness, on the mechanical properties. Planar elongation was used to further reduce the layer thickness of the 

cast film. With an increase in the number of layers, the stretched film exhibited increased toughness in the 

transverse direction. Small angle x-ray scattering result suggest that the crystalline morphology also changed 

with the number of layers in the multilayer film. 

Keywords: Multilayer film, Coextrusion, Fluoropolymer, Mechanical Properties, Small Angle X-ray Scattering 

 

1. 緒言 

 フッ素樹脂は優れた耐候性や耐熱性、耐薬品

性、低い表面自由エネルギーを有する結晶性の

スーパーエンジニアリングプラスチックである。

フィルムとしての利用では使用環境が特殊な場

合が多く、求められる物性も多岐にわたるがそ

れら全てに対応することは単一樹脂では困難な

ため、多層化などによる高機能化が考えられる。

耐候性や耐熱性を保持するにはフッ素樹脂同士

の多層化が好ましいと考えられるが選択肢が少

ないため最適な組み合わせを見出すことが難し

い。そのためフッ素樹脂の中で比較的強度やガ

スバリア性が良好なエチレン-テトラフルオロエ

チレン交互共重合体(ETFE)は他フッ素樹脂と多

層化することでフィルム全体としてはそれらの

物性が低下してしまう。 

 我々はそれらの問題を解決するため近年研究

が盛んに行われている超多層化技術に着目した。

超多層フィルムとは一般に数百から数千の層を

有し、各層がナノオーダーのものをいい、その薄

膜化された層内での特異な結晶構造などにより、

ガスバリア性や機械強度が向上することが報告

されている。本研究では ETFEと一般に機械強度

やガスバリア性の劣るテトラフルオロエチレン-

ヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)からな

る超多層フィルムを成形し、その物性の変化を

結晶構造やモルフォロジーなどの観点から考察

した。 

2. 実験方法 

本研究では ETFE と FEP を共押出法を用いて

成形した。フィードブロック内にて両者を積層

させ、その後金型内のマルチプライヤーと呼ば

れる分割と積層を行うユニット(図 1)に供給する

ことで層数を増加させた。このユニットの数を

変えることにより、3, 9, 33, 129, 513層、厚さ約

100m、体積比 1:1の ETFE/FEP多層フィルムを

成形した。層構成は各フィルムの断面を四酸化

ルテニウムにより染色し、透過型電子顕微鏡

(TEM)により確認した。また、成形されたフィル

ムを幅拘束一軸(平面)延伸(MD×TD=3×1)し、延

伸フィルムを得た。延伸条件は温度 120℃、延伸

速度 60mm/min であった。 

上記に述べたフィルムの引張試験 (室温

24~25℃、速度 10mm/min)を行った。また、小角

X 線散乱(SAXS)を行い、層数の増加と平面延伸

による結晶構造への影響を調査した。 Masaki Urushiyama, Sathish. K. Sukumaran, 
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3. 実験結果および考察 

3.1引張試験 

 平面延伸において FEP 単体フィルムは MD 約

1.5 倍で破断し、MD×TD=3×1 の延伸フィルム

を得ることは不可能であった。そのため、ETFE

単体無延伸(MD×TD=1×1)フィルム、FEP 無延

伸フィルム、3~513層ETFE/FEP無延伸フィルム、

ETFE 単体 MD×TD=3×1 フィルム、3~513 層

ETFE/FEP MD×TD=3×1 フィルムにおいて MD

と TDの二方向での引張試験を行った。図 2に各

引張試験から得られた破断に至るまでの単位体

積当たりのエネルギー(Eb)を層数(NL)に対して

示す。無延伸において多層フィルムは層数にか

かわらず各単体フィルムの結果から推測される

エネルギーに近い値となった。しかしながら延

伸フィルムの TD 引張において層数の増加とと

もにエネルギーの大きな増加がみられ、513層フ

ィルムでは ETFE 単体延伸フィルムに迫る値が

得られた。 

 3.2 SAXS 

 層数の増加に伴う物性変化のメカニズムを解

明するために SAXS を行った。図 3 に各単体と

ETFE/FEP の無延伸フィルムと平面延伸

(MD×TD=3×1)フィルムにおける SAXS 像を示す。

無延伸フィルムでも全てのサンプルにおいて

MDへの配向が見られた。これは成形時のロール

による巻取で生じたものあり、ETFEに比べ FEP

の方がその異方性は大きいと見受けられる。

ETFEと FEPは散乱ピークの出る位置が近く、多

層フィルムではそれらをそのまま重ねたような

像が得られた。この無延伸フィルムにおいて層

数の変化に伴う結晶構造の変化は確認されなか

った。平面延伸により、無延伸フィルムで見られ

た MDへの強い散乱ピークは消失し、q値に対す

る依存性の小さい弱い散乱がみられた。これは

延伸時にラメラが破壊されたことに起因すると

考えられる。興味深い点は層数の増加に伴い、低

q 値において散乱がみられ、513 層では TD に異

方性が生じたことである。これは延伸により分

子鎖が MD に引き伸ばされていることを考慮す

ると特異な結果であり、薄層内では延伸による

結晶の配向が変化すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

4. 結言 

 ETFE/FEP フィルムの超多層化は平面延伸と

組み合わせることで TD 引張試験において破断

に必要とされるエネルギーの向上をもたらした。

平面延伸した ETFE/FEP 多層フィルムにおいて

層数の増加に伴う層の薄膜化により、結晶構造

の変化がみられた。最も影響が顕著であった 513

層フィルムでは層の厚さが 60nm 程度と非常に

薄膜化されており、平面延伸時の結晶構造の変

化が低層数とは異なっていると考えられる。 

Fig.1 Schematic diagram of multiplying die. 

Fig.2 Variation of the energy to break with 

the number of layers in the film. 

Fig.3 2D SAXS patterns of ETFE, FEP and 

ETFE/FEP multilayers films. 1) as cast films  

2) films stretched by planar elongation (MD×

TD=3×1). 
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