
 
 

 
 

  
発泡成形のひとつのプロセスとしてマイクロセルラー発泡（MCF）が広く応用されるようになってきたが、

それらはすべて熱可塑性樹脂を対象としており、成形手段としては、射出成形、または原料樹脂に不活性

ガスを高圧下にて気相で含侵させるバッチ処理的なものに限定されていた。 

MCF (microcellular foaming)プロセスとは、熱力学的不安定現象を用いて微細気泡プラスチックを作る

プロセス全般を指して本稿では呼称するものとする。 具体的にはCO2等のガスをプラスチック中に多量に

溶かし、急激にその圧力または温度等を変化させることによりガス溶解度の低下を招き、それを駆動力と

して微細で均一な発泡プラスチックを作り出すものである。このマイクロセルラー発泡（MCF）技術は、微

細気泡の生成と、気泡数の制御が可能というユニークな特性を有し、さまざまな特長を持った発泡製品を

作り出す可能性を持っており、近年多くの応用例が紹介されてきている。 

熱硬化性樹脂における MCF プロセスの開発は、1980 年代中頃に MIT において、Youn により N2ガスを飽

和した不飽和ポリエステルのバッチプロセスによる研究が行われたのが最初であり、1991年よりMITにて

太田(カワタ)により、反応射出成形機（RIM）を用いたポリウレタンのMCFの基礎研究が報告されている。

その後カワタにて MCF-RIM のテスト成形機による実用化に向けての研究開発が行われてきた。今回は MCF

プロセスのRIM成形及び押出成形への展開と、MCFシステムの応用開発例について紹介する。 

 

1. マイクロセルラー発泡(MCF)プロセスの概要 

(1)MCFプロセス開発の背景 

従来からのプラスチックス用発泡剤としては、フロン類、飽和炭化水素類、化学発泡剤などが用いられ

てきたが、近年の地球環境問題等によりフロンは撤廃に、飽和炭化水素も安全性や地球温暖化係数の問題

から代替が求められてきており、化学発泡剤も使用条件上の制約や価格、発泡体中の残渣の問題などから

万能ではない。一方二酸化炭素等の不活性ガスを発泡剤として用いる試みも古くから検討はされてきては

いるが、安定性や再現性等が問題となりなかなか実用化にまで至っていない。 

一方、プラスチック発泡体に対する産業界の要求は多様化しており、特に、気泡の微細化による高機能

化、多様なプラスチックの高発泡体など従来の発泡成形技術では対応しきれない需要が発生している。 

これらの発泡体及び発泡剤に対する解決方法の一つとして、超臨界不活性ガスを用いたマイクロセルラ

ー発泡（MCF）プロセスに対する期待が高まっている。 

(2)MCFプロセス概要 

MCF プロセスでは、①発泡ガスの樹脂原料への連続溶解、②気泡核の形成、および③気泡の成長・停止、

の3つの一連のプロセスにより成形される。  

①不活性ガス溶解プロセス 

MCF プロセスの最初のステップは、不活性ガスを樹脂原料に完全溶解させることから始まる。ガス/ポ

リマー溶液形成のためには、2つのファクターを考慮する必要があり、1つは、樹脂原料に不活性ガスを

溶解させるガス量であり、もう1つは樹脂原料に不活性ガスを拡散・溶解させるのに必要な時間である。

そのガス量は気泡の最終構造を決めるのにきわめて大きな影響を与え、 また、所定量のガスが溶解に要

する時間の長短は、発泡プラスチックの生産性に大きく影響する。 

MCF プロセスではガスと樹脂原料の各相を細かく分散し、拡散距離を極めて短くすることのできる独

自な機構を有するガス―樹脂原料混合ユニット（MCF-RIM）やガス注入器及びスクリュー構造（MCF-EXT）

が開発されており、高速な連続ガス溶解性を実現している。 

②核形成プロセス 

 



核形成（Nucleation）

とは、相遷移状態にお

いて濃度のゆらぎによ

り第2相が安定的に形

成することと定義され、

MCF-RIM 成形の場合に

は、反応、発熱、減圧

などによりガスの溶解

度が急速に降下し、ポ

リマー中に溶解してい

たガスが過飽和状態と

なり、ポリマーから遊

離し始め、この遊離し

たガス分子の集まりが

気泡核を形成するものと考えられる。 

MCF プロセスでは微細な気泡径を期待されるため、必

然的に高い気泡密度が要求される場合がある。例えば、

10μm 以下の気泡径を実現するには、109cells/cm3 以上

の気泡密度が要求されることとなる。 

MCF-RIM の場合は、化学反応を伴うため、減圧による

溶解度の降下だけでなく、反応によるガス溶解度の降下

や反応熱による急速な温度変化も大きなファクターとな

る。この点が押出成型や射出成型における核形成の要因

と大きく異なり、より多くの核形成を促すことを可能と

している。 

MCF-EXT の場合には、通常の押出発泡の場合に重要な

条件となる減圧速度以外にも、気泡核の形成がダイリッ

プ近辺で行われると考えられるため、減圧域におけるせ

ん断速度の履歴も合わせて重要なファクターとなってく

る。そのため、均一で微細な発泡体を得るためにはダイ

のMCF-EXT 専用の仕様が必要とされる。 

③気泡成長プロセス 

いったん、安定した核が形成されると核は気泡へと成

長し、ガス/ポリマー混合体は全体として密度を減少させ

発泡体へと成長する。粘度は気泡の成長とともに増大す

るが、粘度が高ければ高いほど気泡径が小さくなること

が分かる。これは、気泡が成長するためには、気泡周囲

の高分子鎖の相対運動による抵抗力への克服が必要なこ

とを示している。ガラス転移温度以上であればポリマーの温度が低ければ低いほど、またポリマーの分

子量が高ければ高いほど、あるいは分子鎖の枝別れ成分が多ければ多いほど、分子鎖の相対運動時の物

理的抵抗力が高くなり、気泡の成長が抑えられることとなる。 

したがって気泡の成長を制御するひとつの手段としては、反応速度の制御や架橋反応の利用等、ポリ

マーの改良による方法も重要であり、このような現象を利用したマイクロセルラーフォーム成形に関す

る研究内容も多く発表されてきている。 

MCF-RIM 成形の場合は、気泡の成長途中に反応が進行しているため、それを利用し成長を制御するこ

とが可能となる。 

また、MCF-EXT 成形では、不活性ガスが樹脂中に溶解しているため、その可塑化効果により融点や結

写真1 MCFポリウレタンのSEM写真

写真2 通常発泡ポリウレタンのSEM写真



晶化温度が通常よりもかなり低くなることを利用し、ダイ温度を低く設定することにより気泡径を制御

することができる。 

 

2. MCF-RIM システム 

(1)システム構成 

図 1にMCF-RIM システムの概念図を示す。基本的なMCF-RIM システムは、①原料高圧注入ユニット、②

超臨界不活性ガス定量供給ユニット、③ガス/樹脂原料混合ユニット、④金型 から構成される。 

MCF-RIM のシステム構成上の特長は、原料の高圧注入ポンプとミキシングヘッドの中間部に不活性ガス

を連続的に高精度で完全溶解できる点にある。これにより、ほとんどの既存のRIMシステムでの改造によ

るMCFプロセスの利用を可能している。 

(2)MCF-RIM成形の特徴 

写真 1、2にMCF発泡 PUと通常発泡PUの電子顕微鏡写真を示す。 

写真 1 から MCF ポリウレタンでは通常の発泡品に比べ、ボイドのない微細(平均 12μm)でかなり均一な

気泡となっていることが観察される。さらにこのサンプルではほぼ完全な独立気泡を形成している(写真2

では気泡が部分的に破泡している)。 

図 2 は硬化圧力をそれぞれ 0.5MPa、1.0MPa、2.0MPa、3.0Mpa、6.0MPa、8.0MPa で一定とし、CO2濃度を

変化させた時の成形結果を示す。どの硬化圧力下においても CO2 濃度が増加するにつれて気泡径は減少し

ていき、ある特定濃度に達すると、逆に減少する傾向を示す。また、図3はそのときの気泡数密度の変化

を示したもので、気泡径にほぼ逆比例しており、同じく気泡数が最大となる極値を持つ。 

この成形品の例では気泡径20μm程度が得られる条件範囲は極めて狭い成形条件であることを示してい

る。このことは微細な気泡を得るためには（少なくともこの例では）制御精度の高い特殊な成形機が要求

されることを示唆している。 

(3)MCF-RIM評価用テストシステム 

MCF-RIM における気泡の生成はその成形条件により極めて安定した再現性を示し、特定の気泡分布を持

った特殊素材を成形するにはまさに最適なプロセスであるといえる。しかしながら前述のように、要求さ

れる気泡が得ら

れる成形条件の

範囲が大変に狭

い場合も多々考

えられる。また、

この成形条件の

範囲は使用する

原料及び成形品

の形状、金型等

さまざまな条件

により変化する
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写真 3 MCF-RIM評価用テストシステム 



ため、事

前に生産

に必要な

設備の仕

様を実験

により確

認してお

くことが

必要不可

欠となっ

てくる。

そ こ で

MCF-RIM

の導入を検討し、かつ多様な原料や成形品の成形が試みられる、MCF-RIM 評価用テストシステムが開発さ

れた(図4、写真3)。 

(4)不活性ガス定量供給装置 

再現性のあるデータを得るためには、不活性ガス定量供給装置として、CO2 ガスで 0.01％、N2 ガスなら

ば0.001％レベルの精度でガスの含有量を計量・溶解させる性能が要求される。 

また、使用するガスの種類や使用量によってもガス供給設備はそれぞれ最適な方式が選定され、元のガ

スの供給形態や供給圧、周囲の環境などに応じてもその仕様を最適化する必要がある。 

(5)MCF-RIM成形の実例 

写真 7、8にMCF-RIMの応用製品を紹介する。 

 

3. MCF-EXT システム 

(1)システム構成 

図 5にMCF-EXT システ

ムの概念図を示す。基本

的なMCF-EXTシステムは、

①第一押出機、②超臨界

不活性ガス定量供給ユニ

ット、③第二押出機、④

MCF 専用ダイから構成さ

れる。 

①第一押出機では過疎

化した原料樹脂に超臨界の不活

性ガスを定量的に連続溶解する。

ガスが固まりになっていつまで

も押出機の中で溶解しないため、

必要な分散性を確保する特殊な

注入装置とスクリューを備えて

いる、また、ガスが原料供給元

へ逆流しない工夫もなされてい

る。 

②超臨界不活性ガス定量供給機

はMCF-RIM システムに同じ 

③第二押出機は第一押出機の出

口と直列に配され（タンデム方

写真7 MCF-RIM（CO2発泡）による 

ポリウレタンエラストマー製品 

写真 8  MCF-RIM（N2発泡）による 

ポリジシクロペンタジエン製品 

ＣＯ２（Ｎ２）定量輸送装置

ガス注入ノズル

第一段押出機

シールディスク

第一段押出機圧力調整装置

ダイ
第二段押出機

 図5 MCF-EXT 概略フロー 

写真 4 Φ35-Φ50単軸 MCF-EXT 



式）、第二

押出機で

は不活性

ガスによ

り可塑化

された原

料を通常

の押出温

度以下に

まで精密

に冷却す

る機能を有する。 

④専用ダイは製品形状に応じて設計され、減圧速度やダイ吐出口でのせん断状態により発泡の状態が大

きく変化するため、目的に応じ最適化する必要がある。 

(2)MCF-EXT評価用テストシステム 

 MCF-EXTのテストサンプル成形用に用意した評価用テストシステムとしては、 

①Φ35-Φ50単軸タンデム式システム(写真4)と、②Φ42二軸-Φ65単軸タンデム式システム(写真5)があ

る。共に超臨界の二酸化炭素又は窒素によるサンプル成形が行える。 

(3)MCF-RIM成形の実例 

写真 6、7にMCF-EXTによる PP、PLA(ポリ乳酸)シートとPPボードの成形サンプルを示す。 

また写真8は MCF-EXT による PLAシート(35倍発泡)の SEM写真で、数十μm程度の微細な気泡が観察さ

れる。気泡壁も薄いため、硬いPLA樹脂とは思えないほどシートはしなやかで柔らかい感触を示す。写真

7のPP発

泡ボード

は微細な

気泡径の

ため高い

断熱性能

を持ち、

PP 固有

の物理強

度や耐熱

性と共に、

VOC レス、

完全リサ

イクル性など多くの特徴を持った断熱材断熱材として

注目されている。 

 

4. MCF プロセスの応用開発 

(1)MCFプロセスの特長 

MCF プロセスによるプラスチックスの発泡体、及び

発泡成形には以下のような特長があげられる。 

①気泡が微細（同一発泡倍率なら数分の１～10分の

１程度）  

②気泡密度が高い(同一発泡倍率なら数倍～10 倍程

度） 

③気泡壁厚の制御が可能（気泡壁厚の均一性を利用 写真 8 MCF 発泡シート（PLA40 倍）の SEM

写真 6 MCF-発泡シート（PP、PLA 35 倍） 写真 7  MCF発泡ボード（PP40倍） 

写真 5 Φ42二軸-Φ65単軸 NCF-EXT 



した製品） 

④発泡倍率の範囲を広く取りやすい（ガス単独の条件

による多様な発泡製品） 

⑤気泡形状の制御が可能（独立、連通気泡、スキン層

制御等） 

⑥成形温度の制約がない（エンプラ、スーパーエンプ

ラの発泡） 

⑦発泡剤の安全性が高く、地球環境にも優しい 

⑧発泡剤の残渣が残らない 

⑨発泡剤のコストが安い 

そのほかにも様々な特徴が見られるが、それらの特徴

を活かしたいろいろな応用例が提案され実用化されつつ

ある。 

(2)MCFプロセスの応用製品 

写真9はMCF-RIM成形品の気泡と気泡間の隔壁に円形

の穴を開けることで連通気泡としたサンプルで、フィル

タや吸着材、吸音材などへの応用が期待される。 

写真 10 は MCF-EXT による極めて微細な気泡を成形し

た例で、光の反射、散乱用途などが検討されている。 

(3)MCF成形品の用途と今後の展開 

MCF の用途として開発当初期待されていたのは、 

・物理的強度を落とさないで成形品を軽量化する 

・フロン、代替フロン、及び石油ガス系の発泡剤にとっ

て代わる新しい発泡方法として 

等であったが、現在最も具体的な展開が進んでいるのは、MCF による気泡の制御の自由さ、精密さに注目

した“新しい素材“の製造方法として、である。これはやはり低コストといえども、新たな設備投資を行

うためには従来製品の製造設備の代替としてはなく、従来にはない製品を生産できる設備が求められてい

るという当然の結果であると考えられる。 

そして、MCF-RIMプロセスの応用として、その微細な気泡そのものの利用をはじめとする上記(1)の特長

を巧みに活かした新しい発泡製品の開発が大いに期待されている。 

従来発泡体の代替目的以外の具体的な応用例としては、 

① 構造材としては、従来方法では発泡できなかった製品の発泡（CO2や N2など不活性ガスの使用） 

② 発泡エラストマーによるゴム製品の代替材料（触って心地よく、丈夫で綺麗） 

③ 小型精密電子部品等の薄型ガスケット材（微細で均一な気泡の特性を利用） 

④ 均一な空気層を多く含む高周波回路素材（微細で均一な気泡の特性を利用） 

⑤ 音響部品素材（軽量高弾性、吸音特性等を利用） 

⑥ 精密研磨パッド素材（微細で均一な気泡そのものの利用） 

⑦ 微細なフィルタ素材（微細な気泡の連通率の制御） 

⑧ 吸収材（微細な気泡の連通率の制御によるスポンジの形成） 

⑨ 従来方法では表面状態がよくなかった製品の発泡（スキン層の制御） 

⑩ 従来成形ではヒケが生じるためリブなどの設計が自由にできなかった製品の成形 

⑪ 気泡壁の厚みを制御することにより、一定粒径を持った粉体の製造方法 

などが検討されている。 

（2005.5.25 (社)西日本プラスチック製品工業協会での講演内容） 
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写真9 MCF-RIMによる連通気泡

写真10 MCF-EXT による微細気泡の形成


