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低圧で低環境負荷の気体による微細発泡技術 

京都大学 工学研究科化学工学専攻   大嶋正裕

 
１. はじめに  

樹脂部品の高い寸法安定性を実現しかつ軽量

化を果たせる方法として高分子発泡成形法は重

要な技術となっている。最近では二酸化炭素

（CO2）や窒素（N2）といった不活性なガスを物

理発泡剤として利用した微細発泡成形技術が注

目されている。その代表的な装置がＭｕＣｅｌｌ®装

置である 1)。 
我々は、熱可塑性樹脂の内部にマイクロメー

タ・スケールの径の微細気泡構造やナノオー

ダ・スケールの直径の微細繊維状構造を有する

発泡体を、ＭｕＣｅｌｌ®装置とは異なり、廉価でか

つ低環境負荷で製造できるような新たな成形手

法を日立マクセル（株）と日本製鋼所とで共同

で開発している。 

 
開発した装置は、図１に示すように発泡剤注

入用のインジェクターバルブとベント孔とベン

ト容器を装備している。このインジェクターバ

ルブの開口時間とベント容器の圧力によって、

発泡剤となる気体を、昇圧装置を使わず、ガス

シリンダーから溶融樹脂に直接供給可能となっ

ている。 

 

２．目 的 

本研究の目的は次の事項とした：i)超臨界状態で

はない低圧の気体を発泡剤として使って、熱可塑

性樹脂の内部にマイクロメータ・スケールの径の微

細気泡構造やナノオーダ・スケールの直径の太さ

の微細繊維状構造を有する発泡体を生産可能とす

ること、ii)ベント孔からのガス注入のみでも微細発泡

体が生産可能であることを示す。実験では、ポリプ

ロピレン（PP）のコアバック発泡成形実験を行い、

インジェクターバルブの開口時間とベント容器の

圧力による発泡体のセル構造の制御性について

詳細に検証する。 

３．実用的な価値・実用化の見込など 

従来から、微細発泡成形体の製造にはＭｕＣｅｌ

ｌ®装置が使われている。ＭｕＣｅｌｌ®装置では、物

理発泡剤として使用する二酸化炭素（ＣＯ２）や窒

素（Ｎ２）を、シリンダー圧から 20～27ＭＰa レベル

まで昇圧する必要がある。この圧力レベルが、そ

れらの物質の臨界圧力よりも高いことから、この発

泡法は超臨界発泡法と呼ばれ、発泡剤を超臨界

状態にすることで、特別に微細な構造の発泡体が

できるという考えが広がった。しかし、昇圧のため

にはブースターポンプやプランジャーポンプが必

要であり、装置コストが高くなることや、安全面から

も高圧法対象の第２種ガス製造装置となり導入に

障壁になる点も多くあった。  

開発中の装置は、昇圧ポンプが不要であること

から装置経費を抑えることができ、ガス消費設備と

しての取り扱いとなり、導入障壁がより低いものと

なる。技術的にも、本報で述べるように、シリンダ

ー圧力程度の圧力で発泡剤用の気体を樹脂に直

接注入でき発泡が可能となれば、超臨界流体が

常に必要であるという思い込みは払拭され微細発

泡体技術の平易化に繋がり技術促進が可能とな

る。さらに、通常の射出成型機のシリンダーユニッ

トとスクリューを替えるだけで本開発装置が構築で

きることも、この技術の展開力を高くしている。 

 

４．研究内容の詳細 

４．１ 装置の特徴 
図１に示すように、スクリューは可塑化部（Zone 

A）、混合部(zone B)、減圧部(Zone C)、計量部（第

２コンプレッション＋樹脂圧決定部 Zone D）から構

成される。開発している発泡射出装置の特徴は、

樹脂に注入するガス量の調節がインジェクターバ

ルブとベント孔の 2 ヶ所で行えることにある。シリン

ダーユニット後部に位置するインジェクターでのガ

ス注入量は、ガスボンベの二次圧およびバルブの

開口時間によって制御される。また、ベント孔から

の注入量の調整は、ベント容器の圧力操作によっ

図１ 低圧射出発泡成形装置 
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て行われる。図２に示すように、スクリューを逆回転

することにより密閉された状態をスクリューゾーン

C(Zone C)で作り、ベント容器に接続された背圧調

節器によって、Zone C とＤの樹脂の圧力を調節でき

るようにしてある。このとき、背圧弁によって調節され

た圧力での飽和溶解濃度に近づくように、可溶な

発泡剤がベント孔から樹脂にさらに溶け込む。ある

いは、インジェクターバルブから導入された発泡剤

ガス量が、その飽和溶解濃度以上で樹脂に溶けき

れない場合は、溶けきれない過剰ガスを系外にベ

ント孔を通して排出する。このようにして、樹脂に溶

解する発泡剤量が制御される。 

 

 
 

 

４．２ 射出成形手順 

図３は装置の成形ステップの概略である。成形

はつぎのようなステップで行われる。 

Ｓｔｅｐ１：射出成型後、スクリューを正回転させ、樹

脂の計量を行う。 

Ｓｔｅｐ２：計量途中、スクリューを逆回転させ、シー

ルリングを動かし、Ｚｏｎｅ ＢからＺｏｎｅ Ｃを隔

離し、Ｚｏｎｅ Ｃに発泡剤を注入する。注入量

はインジェクターバルブの開口時間で調整す

る。 

Ｓｔｅｐ３：スクリューを正回転に再び切り替え、計量

を継続する。 

Ｓｔｅｐ４：樹脂を金型に射出し、Ｓｔｅｐ１に戻る。 

４．３ 実験内容 

 ここでは、樹脂として立体規則性の高いポリプロ

ピレン（iPP：F133A, プライムポリマー, MFR=3）を

使い成形実験を実施した。気泡をより微細化する

ために気泡核剤として 1,3:2,4 bis-O-(4-methyl- 

benzyliden)-D-sorbitol gelling agent (Gel-all MD,

新日本理化）を用いた。また、発泡剤には N2 

(99.9%純度), CO2（99％純度）、さらには圧縮空気

（Ａｉｒ）の３種類を用いた。それぞれの発泡剤のガ

スシリンダー圧力は N2 と Air は 12MPa、CO2 では

5MPa である。開発した射出成形機（J35AD-30H, 

日本製鋼所）は、型締力 35 トン、スクリュー径が

22mm で、現状、日本では最小の射出発泡成形開

発機である。金型については、従来から使用して

いるダイレクトゲート式の「しゃもじ」形状のキャビィ

の金型（図４a）と新たにピンゲート式の 3 枚プレー

トで「ディスク」形状の金型（図４b）を作成し使用し

た。 

あこの装置と金型を使って、(1)ベント容器のみ加

圧、(2)インジェクター開口時間調整とベント容器

の加圧調整の2通りでCO2とＮ2を発泡剤として発

泡成形実験を行い、それぞれの注入法で得られ

る発泡体のセル構造の特徴を調べた。また、圧縮

空気については、インジェクターバルブからガス

を注入すると空気中の酸素（Ｏ2）により樹脂の加

熱分解が進むため、ベント孔だけからガスを注入

する方式での発泡性を評価した。 

 
a) Direct gate         b) Pin gate 

図４ 使用した金型 

図２ スクリューシーリング構造 

   
Step 1 計量・可塑化工程 

   
Step 2 スクリュー逆回転・シール・発泡剤のイ

ンジェクターバルブからの注入工程 

   
Step 3 シール解除・.計量・可塑化の継続 

 
Step 4 射出工程 

 
図３射出成形工程 
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４．４ 結果と解析 

得られた発泡体の断面 SEM 画像および実体顕

微鏡で撮影した発泡体断面写真を図５に示す。上

から２段がＮ2を発泡剤としたもの、下から２段はCO2

を発泡剤として得た発泡体の写真である。左から右

へと発泡体の倍率が２、３、５倍と大きくなっている。

初期キャビティ厚みは２ｍｍである。超臨界状態に

ない N2 および CO2 で、孔径が 100 µm 以下の微細

な空孔を有する 5 倍までの発泡倍率の発泡体が作

成できていることがわかる。 

インジェクターバルブの開口時間を 0 秒として、

ベント容器を CO2 あるいは N2 で 5MPa に加圧し、コ

アバック発泡射出成形し得られた２倍発泡体の

SEM 写真を図６に示す。明らかにベント孔から発泡

剤が注入され樹脂に溶解し、微細発泡成形ができ

ている。 

 

インジェクターバルブの開口時間を 0 秒として、

ベント容器を N2 で８MPa に加圧し、コアバック発泡

射出成形し得られた 2 倍ならびに 5 倍の発泡体の

SEM 写真を図７に示す。図６の N2 の 5MPa で 2 倍

に発泡させた発泡体と、図７の N2 の 8MPa での 2 倍

に発泡させた発泡体の孔構造とを比較すると、ベン

ト部の圧力を上げることにより、気泡が微細化できて

いることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 で、発泡倍率の違いによる孔径の変化を観

察すると、高発泡倍率になると気泡壁の延伸度が

上がり破断・開孔が促進され気泡径が大きくなっ

ていることがわかる。 

ガスを超臨界にする必要がないという利点

を生かし圧縮空気を７MPa でベント孔のみか

ら樹脂に注入し発泡体を作製する実験を行っ

た。作製した発泡体について、コアバック方向

に平行な断面と垂直な断面のそれぞれについ

て気泡構造の観察を行った。図８に得られた発

泡体の断面の SEM 画像を示す。２倍発泡では

ハニカム形状の多孔構造が、５倍発泡では繊維

状の構造を有する発泡体が得られている。 

(a) (b)
2times Air 5 times Air
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en
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pa
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l

図８ 圧縮空気で発泡したポリプロピレン

の微細発泡体（左：２倍、右：５倍発泡） 

50μm

97℃

12.0 μm 50μm

98℃

12.7 μm

2times CO2, 5 MPa 2times N2, 5 MPa

図６ベント孔からの注入だけで作成した発泡

体のセル構造(左:CO2 5MPa、右:N2 5MPa)  10.6 µm 16.4 µm 18.5 µm

N2 発泡

CO2 発泡

4mm 6mm 8mm

8mm6mm4mm

 
図５ N2 および CO2 で発泡したＰＰの発泡体の断

面ＳＥＭ像（コアバック方向に垂直断面）と実体顕微

鏡写真（コアバック方向に平行断面） 図７ ８MPa の N2 のベント孔からの注入で作

成した発泡体のセル構造（左：２倍、右：５倍） 
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５．まとめ（結言） 

熱可塑性樹脂の内部にマイクロメータ・スケ

ールの径の微細気泡構造やナノオーダ・スケー

ルの太さの微細繊維状構造を有する発泡体を生

産できる新たな発泡射出成形機を開発した。開

発した装置では、発泡剤となる気体を、そのガ

スシリンダーから溶融樹脂に直接供給可能とな

っている。その特性を生かして、圧縮空気によ

る微細発泡も可能となった。 

開発した装置と従来型の射出発泡成形装置

（MuCell®）とは、いくつか共通点をもつ。例えば、

発泡剤濃度を増加すると、気泡が微細化する傾向

や、コアバックするタイミングを遅らせて樹脂粘度が

より高い状態で発泡させれば気泡が微細化する傾

向は同じである。また、ダイレクトゲート、ピンゲート

式の金型ともに、高い保圧をかけてコアバック式発

泡射出成形を実施すると、ゲート付近に高温な樹

脂が充填の最終段階で流れ込み、他の部位に比

べて高温の状態で発泡するため、気泡の合一・破

泡が進み、中空化がゲート付近で起こる。この現象

に見られるように、金型内の樹脂の温度（粘度）分

布がより少ない、より均質な分布となるように金型の

設計、射出成形機の操作条件の選定が、ＭｕＣｅｌｌ

®でも本装置でも重要となる。。 

一方で、異なる点は、樹脂中に溶解する発泡剤

の濃度の制御性である。開発した装置では、発泡

剤が過剰なときは、ベント孔から排出される。このた

め、発泡剤の濃度安定性は、ＭｕＣｅｌｌ®機に比べる

と高い。しかし、一方で、樹脂に溶解できる発泡剤

の量（濃度）が、シリンダーの最高圧力に依存する

ため、発泡倍率が高い発泡体を作成することに限

界が生まれる。今回の実験では、同じ材料で、同じ

金型を使った場合でも、ＭｕＣｅｌｌ®機のコアバック発

泡法では、１０倍発泡が実現できたが、開発装置で

は、８倍が限度であった。 

今後、この特徴を生かして、ヘリーム（Ｈｅ）やアル

ゴン（Ａｒ）ガスで、発泡成形実験を行い、気泡構造

の制御性について検討するとともに、発泡剤濃度の

安定性・制御性を定量的に評価するプローブ技術

の開発を進める。 
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５．まとめ（結言） 

熱可塑性樹脂の内部にマイクロメータ・スケ

ールの径の微細気泡構造やナノオーダ・スケー

ルの太さの微細繊維状構造を有する発泡体を生

産できる新たな発泡射出成形機を開発した。開

発した装置では、発泡剤となる気体を、そのガ

スシリンダーから溶融樹脂に直接供給可能とな

っている。その特性を生かして、圧縮空気によ

る微細発泡も可能となった。 

開発した装置と従来型の射出発泡成形装置

（MuCell®）とは、いくつか共通点をもつ。例えば、

発泡剤濃度を増加すると、気泡が微細化する傾向

や、コアバックするタイミングを遅らせて樹脂粘度が

より高い状態で発泡させれば気泡が微細化する傾

向は同じである。また、ダイレクトゲート、ピンゲート

式の金型ともに、高い保圧をかけてコアバック式発

泡射出成形を実施すると、ゲート付近に高温な樹

脂が充填の最終段階で流れ込み、他の部位に比

べて高温の状態で発泡するため、気泡の合一・破

泡が進み、中空化がゲート付近で起こる。この現象

に見られるように、金型内の樹脂の温度（粘度）分

布がより少ない、より均質な分布となるように金型の

設計、射出成形機の操作条件の選定が、ＭｕＣｅｌｌ

®でも本装置でも重要となる。。 

一方で、異なる点は、樹脂中に溶解する発泡剤

の濃度の制御性である。開発した装置では、発泡

剤が過剰なときは、ベント孔から排出される。このた

め、発泡剤の濃度安定性は、ＭｕＣｅｌｌ®機に比べる

と高い。しかし、一方で、樹脂に溶解できる発泡剤

の量（濃度）が、シリンダーの最高圧力に依存する

ため、発泡倍率が高い発泡体を作成することに限

界が生まれる。今回の実験では、同じ材料で、同じ

金型を使った場合でも、ＭｕＣｅｌｌ®機のコアバック発

泡法では、１０倍発泡が実現できたが、開発装置で

は、８倍が限度であった。 

今後、この特徴を生かして、ヘリーム（Ｈｅ）やアル

ゴン（Ａｒ）ガスで、発泡成形実験を行い、気泡構造

の制御性について検討するとともに、発泡剤濃度の

安定性・制御性を定量的に評価するプローブ技術

の開発を進める。 
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