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１ はじめに

二軸押出機は汎用性のある連続成形機として

様々な分野に使用されている。二軸押出機内では，

二本のスクリューにより樹脂が搬送，可塑化，混練，

押し出される。二軸押出機内の樹脂の流動状態は

複雑であり，現在においても主に数値流体力学法

による研究が行われている。 二軸押出機内の流

動状態の指標として，樹脂の充満率分布がある。充

満率分布は樹脂の滞留時間分布と熱履歴に関係

する指標であり，二軸押出機で高付加価値の樹脂

を製造するプロセスを設計，運転，保守する上で，

十分に把握されていなければならない。

通常，二軸押出機はスクリューの一部のみが樹脂

で覆われた未充満状態で運転される。樹脂の充満

率（ ）は，樹脂のフィード量（ ）とスクリューが回転す

ることによる牽引流れ（ ）の比 で表される。

は，スクリューの回転数とスクリューセグメントの形状

で決まるが，スクリュー上のどの位置にどれほどの樹

脂が存在しているかは，実験によりスクリューを引き

出して観察して見なくてはならず，シミュレーション

による予測法が待ち望まれていた。一方で充満率の

実験による測定法は，依然としてスクリューの引抜実

験に依らなくてはならず， での測定法の確立

も望まれている。

２．目 的

本研究では運転中の二軸押出機のスクリューにラ

インレーザーを照射し，その様子を高速ビデオカメ

ラで撮影することでオンラインによる充満率測定法

の開発を試みた。また，我々が開発した

による充満率の計算結

果との比較も行った。

３．実用的な価値、実用化の見込など

本研究では，二軸押出機内の充満率分布を予測

可能なモデルを開発し，そのモデルの妥当性を実

験により検証した。実験精度の課題はまだ残るもの

の理論の検証はおおむね成功しており，今度は，充

満率の他に滞留時間分布，歪履歴などへ展開し，

脱気プロセスや反応押出などより実用的な用途へ

展開可能な礎を築くことができたと考えている。

４．研究内容の詳細

４．１ 実験と解析

４．１．１ 試料

ホモポリプロピレン（ ，

プライムポリマー製）を使用した。試料の粘度は動的

粘弾性測定法により測定し， 則を適用し，

モデルによりフィッティングを行いシミュレーシ

ョンに供した。図１に複素粘度の測定結果を示す。

図１ 使用した試料の複素粘度と モデルに
よるフィッティング結果

４．１．２ 二軸押出機

実験に使用した二軸押出機は，テクノベル社製の

の完全かみ合い型同方向回転平行二軸

押出機である。スクリュー計は である。実験で

はこのスクリューのうちの約半分のところ（ ）

から材料をフィードして使用した。スクリュー構成とバ

レル温度を図 に示す。スクリュー上に四角で示さ

れた箇所が充満率測定を行った箇所である。

図 スクリュー構成とバレル温度

スクリュー上の樹脂の充満状態をオンライン

で測定するために，図 に示したベントポートを

開放し，そこにラインレーザー（ 製）を照射

することで，樹脂形状の測定を試みた。

ラインレーザーは樹脂やスクリュー形状に沿うよう

に変形するため，ラインレーザーの位置を高速ビデ
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オカメラ（ ， ）で撮影することにより，

オンラインでの形状計測が可能である。この方法は

光切断法と呼ばれており，様々な用途で使用されて

いる。

図 スクリューに照射されたラインレーザー

図 に高速カメラで撮影された空スクリューにライン

レーザーが照射された様子を示す。ラインレーザー

はスクリュー表面の形状に沿って湾曲していることが

見て取れる。

図 空スクリューに照射されたラインレーザーの形状

図 スクリュー上の樹脂に照射されたラインレーザー

図 に樹脂を流した状態で撮影された様子を示す。

樹脂にはあらかじめ青色の染料が添加されており，

樹脂内部やスクリュー表面でレーザー光が反射され

ないように工夫されている。図 に示す通り，ラインレ

ーザーは樹脂の表面に沿って湾曲しており，樹脂の

形状を捉えられていることがわかる。

図 のラインレーザーの位置を画像解析技術

により抽出し，時間の経過とともに重ね合わせて

プロットした結果を図 に示す。フライトスクリ

ューの押し側に樹脂が存在していることが見て

取れる。また，樹脂の量は時間と共に変動してい

ることも見て取れる。四角で囲まれた領域の時間

平均を計算し，プロットの下部に太線で示した。

図６ スクリュー上の樹脂充満状態の時間変化（
）

図 で計算された時間平均のプロットと空のスクリ

ューのプロットを図 に重ねて表示した。また，垂直

方向の比を取ることで充満率を計算した。スクリュー

の押し側に樹脂が偏っていることがわかる。ただし，

スクリューの押し側のエッジ部分は，充満率が にま

で低下している。これは観察を行うためにバレルを

開放しているため，剪断力がかからず，重力の硬化

により樹脂がだれてしまっているためであると考えて

いる。

図７ ラインレーザーで測定された樹脂の充満率分
布（ ）
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４．２ 結果と考察

図 に定常状態に達した後にスクリューを停止し

て，スクリューを引き抜き冷却した後に撮影した写真

を示す。下段は同条件でのシミュレーション結果で

ある。実験結果では白色の部分，シミュレーション結

果では赤色の部分，それぞれが樹脂が充満されて

いることを表している。両者はおおむね一致してい

るようにも見えるが，ニーダー部分が実験では，金

属面が露出していて充満率がそれほど高くないよう

に見える。ニーダー部分は牽引流れの効果がほと

んどないので，運転中は完全充満状態であったと思

われる。スクリューを引き抜く際に，樹脂とバレルの

せん断により後方へずれたり，冷却中にバレル側に

流れ落ちたりしたことで原因であると考えている。

図８ スクリューの引抜実験の結果と に
よるシミュレーション結果

図 は図 の のフライト部分の拡大

写真とシミュレーション結果である。フライトの押し側

には樹脂が充満しており， 方向に進むにつれて

充満率が増加している。 の先にはニー

ダーがあるため，充満率が増加していると考えてい

る。シミュレーション結果は 方向に進むにつれて

赤色の部分が増加しており，充満率が増加している

ことを示唆している。実験とシミュレーションの結果を

見比べると，両者は定性的に一致していることがわ

かる。

スクリュー全体にわたり充満率の周方向の分

布がシミュレーションできるようになった事例

はこれまでになく，今後の二軸押出機を利用した

研究開発において画期的なことであるといえる。

図９ （上）スクリュー引き抜き実験の拡大写真，
（下）シミュレーション結果（赤が充満，青
が未充満状態を表す）。

図 にラインレーザーによる計測とシミュレーショ

ンにより得られた平均充満率の計算結果を示す。実

験結果は，回転数 を除くと，回転数の増加と

共に充満率は単調に減少していることがわかる。こ

の傾向は，シミュレーション結果でも同様である。こ

れは回転数を上げることで，牽引流れ（ ）が増加

するため，流量一定下では，充満率（ ）が低

下することはごく自然のことである。シミュレーション

結果の充満率は，回転数が から 倍の

になると，充満率は から に半減して

いる。図中の曲線は × 回転数をプロット

している。理論的に説明できる計算結果といえること

から，妥当であるといえる。これに対して実験結果

は， から となり，実験結果は理論と乖離し

ている。

図 ラインレーザーによる計測とシミュレーションによ

り求められた充満率とスクリュー回転数の関係

次に，回転数一定の下でフィード量を変化させた実

験結果とシミュレーション結果を示す。 の実

験結果を除くと充満率はおおむねフィード量と比例

していることがわかる。この傾向はシミュレーション結

果でも同様である。さらに，シミュレーション結果で

は，充満率とフィード量が原点を通る直線関係にあ

り，理論的に十分確からしいと考えている。

図 ラインレーザーによる計測とシミュレーションによ

り求められた充満率とフィード量の関係
図 （上）スクリュー引き抜き実験の拡大写真，
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４．２ 結果と考察

図 に定常状態に達した後にスクリューを停止し

て，スクリューを引き抜き冷却した後に撮影した写真

を示す。下段は同条件でのシミュレーション結果で

ある。実験結果では白色の部分，シミュレーション結

果では赤色の部分，それぞれが樹脂が充満されて

いることを表している。両者はおおむね一致してい

るようにも見えるが，ニーダー部分が実験では，金

属面が露出していて充満率がそれほど高くないよう

に見える。ニーダー部分は牽引流れの効果がほと

んどないので，運転中は完全充満状態であったと思

われる。スクリューを引き抜く際に，樹脂とバレルの

せん断により後方へずれたり，冷却中にバレル側に

流れ落ちたりしたことで原因であると考えている。

図８ スクリューの引抜実験の結果と に
よるシミュレーション結果

図 は図 の のフライト部分の拡大

写真とシミュレーション結果である。フライトの押し側

には樹脂が充満しており， 方向に進むにつれて

充満率が増加している。 の先にはニー

ダーがあるため，充満率が増加していると考えてい

る。シミュレーション結果は 方向に進むにつれて

赤色の部分が増加しており，充満率が増加している

ことを示唆している。実験とシミュレーションの結果を

見比べると，両者は定性的に一致していることがわ

かる。

スクリュー全体にわたり充満率の周方向の分

布がシミュレーションできるようになった事例

はこれまでになく，今後の二軸押出機を利用した

研究開発において画期的なことであるといえる。

図９ （上）スクリュー引き抜き実験の拡大写真，
（下）シミュレーション結果（赤が充満，青
が未充満状態を表す）。

図 にラインレーザーによる計測とシミュレーショ

ンにより得られた平均充満率の計算結果を示す。実

験結果は，回転数 を除くと，回転数の増加と

共に充満率は単調に減少していることがわかる。こ

の傾向は，シミュレーション結果でも同様である。こ

れは回転数を上げることで，牽引流れ（ ）が増加

するため，流量一定下では，充満率（ ）が低

下することはごく自然のことである。シミュレーション

結果の充満率は，回転数が から 倍の

になると，充満率は から に半減して

いる。図中の曲線は × 回転数をプロット

している。理論的に説明できる計算結果といえること

から，妥当であるといえる。これに対して実験結果

は， から となり，実験結果は理論と乖離し

ている。

図 ラインレーザーによる計測とシミュレーションによ

り求められた充満率とスクリュー回転数の関係

次に，回転数一定の下でフィード量を変化させた実

験結果とシミュレーション結果を示す。 の実

験結果を除くと充満率はおおむねフィード量と比例

していることがわかる。この傾向はシミュレーション結

果でも同様である。さらに，シミュレーション結果で

は，充満率とフィード量が原点を通る直線関係にあ

り，理論的に十分確からしいと考えている。

図 ラインレーザーによる計測とシミュレーションによ

り求められた充満率とフィード量の関係
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次にこれまでの実験結果をフィード量（ ）と回転

数（ ）の比（ ）に対してプロットした結果を図

に示す。実験結果はばらつきがあるものの に

対して充満率は比例関係にある。シミュレーション結

果はさらに原点を通る直線になるため，理論とも整

合性があると言える。

図 押出率 と充満率の関係

５．まとめ（結言）

以上のように実験で測定された充満率は，概ね理

論と一致しているものの，充満率とスクリュー回転速

度が反比例の関係にならないことや，充満率とフィ

ード量及び が原点を通る直線関係にならない

ことから，今後，十分に実験方法を見直す必要があ

ると考えている。その上で実験結果と理論的な関係

が異なるようであれば，理論が仮定している条件に

ついて注意深く検討する必要がある。

一方でシミュレーション結果は，理論と十分な傾向

の一致が見られた。今回のシミュレーションにより充

満率の絶対値と充満率の分布を予測できるようにな

ったことは，二軸押出機による材料開発を行う上で

大きな成果といえる。

シミュレーション結果と実験の比較は今後も継続

的に研究していく必要がある一方で，シミュレーショ

ンで計算された樹脂充満率を使うことで，樹脂の滞

留時間分布，熱履歴，歪履歴などの履歴情報を容

易に計算することができる。これらの情報はこれまで

次元有限要素法などのきわめて計算負荷の高い

手法に依らなければ得ることができなかったが，今

回開発したシミュレータでは，計算負荷が極めて小

さい。今回示したスクリュー全体の計算は 次元計

算では不可能であるが，我々のシミュレータではわ

ずか 分程度で計算が完了する。これは押出機内

の流れを 流れ（厚さ方向に流速を持たな

い水平方向への二次元流れ）としていることによる。

これによりバレルとスクリュー間に有限要素法用のメ

ッシュを切らなくても済むため計算時間が大幅に短

縮できる上，計算精度も損なわれない。

今後も計算手法の発展によるシミュレーションの拡

充と計算結果の実験的検証を行うことで，二軸押出

機内で流動状態の研究を続けていく予定である。

６．参考文献等
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次にこれまでの実験結果をフィード量（ ）と回転

数（ ）の比（ ）に対してプロットした結果を図

に示す。実験結果はばらつきがあるものの に

対して充満率は比例関係にある。シミュレーション結

果はさらに原点を通る直線になるため，理論とも整

合性があると言える。

図 押出率 と充満率の関係

５．まとめ（結言）

以上のように実験で測定された充満率は，概ね理

論と一致しているものの，充満率とスクリュー回転速

度が反比例の関係にならないことや，充満率とフィ

ード量及び が原点を通る直線関係にならない

ことから，今後，十分に実験方法を見直す必要があ

ると考えている。その上で実験結果と理論的な関係

が異なるようであれば，理論が仮定している条件に

ついて注意深く検討する必要がある。

一方でシミュレーション結果は，理論と十分な傾向

の一致が見られた。今回のシミュレーションにより充

満率の絶対値と充満率の分布を予測できるようにな

ったことは，二軸押出機による材料開発を行う上で

大きな成果といえる。

シミュレーション結果と実験の比較は今後も継続

的に研究していく必要がある一方で，シミュレーショ

ンで計算された樹脂充満率を使うことで，樹脂の滞

留時間分布，熱履歴，歪履歴などの履歴情報を容

易に計算することができる。これらの情報はこれまで

次元有限要素法などのきわめて計算負荷の高い

手法に依らなければ得ることができなかったが，今

回開発したシミュレータでは，計算負荷が極めて小

さい。今回示したスクリュー全体の計算は 次元計

算では不可能であるが，我々のシミュレータではわ

ずか 分程度で計算が完了する。これは押出機内

の流れを 流れ（厚さ方向に流速を持たな

い水平方向への二次元流れ）としていることによる。

これによりバレルとスクリュー間に有限要素法用のメ

ッシュを切らなくても済むため計算時間が大幅に短

縮できる上，計算精度も損なわれない。

今後も計算手法の発展によるシミュレーションの拡

充と計算結果の実験的検証を行うことで，二軸押出

機内で流動状態の研究を続けていく予定である。
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