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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリオレフィン系樹脂に対し加熱時に分解して炭酸ガス及び水蒸気を発生させる化合物
である発泡剤並びに架橋剤を添加後混練することにより得られた架橋性発泡性組成物を加
熱発泡させ６倍以上の初期発泡倍率を有する発泡体を作製する発泡体作製工程と、
　この発泡体作製工程により作製した発泡体を所定時間常圧下で収縮させる収縮工程と、
　収縮工程により収縮させた前記発泡体を３５℃～前記ポリオレフィン系樹脂の軟化点ま
での温度条件下で高圧窒素ガス若しくは高圧空気中で処理することにより前記発泡体の発
泡倍率を前記初期発泡倍率の三分の二以上の値に復元させる高圧処理工程とを具備するこ
とを特徴とする架橋ポリオレフィン系発泡体の製造方法。
【請求項２】
　前記所定時間を、２４時間以上としている請求項１記載の架橋ポリオレフィン系発泡体
の製造方法。
【請求項３】
　前記高圧処理工程における圧力を、０．２ＭＰａ～２０ＭＰａとしている請求項１又は
２記載の架橋ポリオレフィン系発泡体の製造方法。
【請求項４】
　前記高圧処理工程を行う時間を１時間以上としている請求項１、２又は３記載の架橋ポ
リオレフィン系発泡体の製造方法。
【請求項５】
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　前記発泡剤を、炭酸水素ナトリウムとしている請求項１、２、３又は４記載の架橋ポリ
オレフィン系発泡体の製造方法。
【請求項６】
　ポリオレフィン系樹脂に対し加熱時に分解して炭酸ガス及び水蒸気を発生させる化合物
である発泡剤並びに架橋剤を添加後混練することにより得られた架橋性発泡性組成物を加
熱発泡させ６倍以上の発泡倍率を有する発泡体を作製後、収縮した発泡体を復元させる方
法として作製後２４時間以上経過させてから、３５℃～前記ポリオレフィン系樹脂の軟化
点、０．２ＭＰａ～２０ＭＰａの高圧窒素ガス若しくは高圧空気中で１～４８時間処理す
ることにより収縮した発泡体を復元させることを特徴とする架橋ポリオレフィン系発泡体
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低臭気で無機発泡剤を利用した発泡倍率６倍以上のポリオレフィン系発泡体
の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　化学発泡によるポリオレフィンの高倍率発泡体の製造には，従来からアゾジカルボンア
ミド(ＡＤＣＡ)等の有機発泡剤が一般的に使用されているが，窒素ガスと共に微量のアン
モニアや尿素も発生し，金属等の変色や異臭、ガラスの曇り等の原因になり、用途が限定
された。
【０００３】
　一方，無機発泡剤として代表的な炭酸水素ナトリウム(重曹、ＮａＨＣＯ3)は、熱分解
により炭酸ガス及び水蒸気を発生させるのみで腐食性成分や臭気を持つ成分を発生しない
ため、上記問題は発生しないが、高倍率発泡体を得ようとすると作製後収縮するという問
題があり、低倍率の発泡体しか得られていない。
【０００４】
　改善策として、炭酸水素ナトリウムの熱分解により発生した水を除去することを目的と
して、発泡前のコンパウンドにアルカリ金属又はアルカリ土類金属の酸化物を混合するこ
とによりこれと水分と反応させ吸収させる方法（例えば、特許文献１参照）や、発泡前の
コンパウンドに吸水性樹脂を混合して水分を吸収させる方法（例えば、特許文献２参照）
、発泡後に熱処理することにより外部に放出する方法（例えば、特許文献３参照）が提案
されているが、いずれも炭酸ガスの影響については考慮されていなかった。
【０００５】
　一方、高圧の不活性ガス（超臨界状態を含む）を利用した処理法、発泡方法については
、不活性ガスの溶解性が異なり互いに非相溶な二種類の樹脂をブレンドしたものを発泡さ
せる方法（例えば、特許文献４参照）、ポリカーボネートにフッ素系界面活性剤を混合す
ることにより微細な気泡を有する発泡体を作製する方法（例えば、特許文献５参照）、高
い厚み回復率を有するよう気泡構造制御された発泡体を作製する方法（例えば、特許文献
６参照）などにおいて利用されている、バッチ式に高圧の不活性ガスを樹脂に接触させ、
含浸、溶解させた後、大気開放して急減圧することにより樹脂中で過飽和になった不活性
ガスを気泡として発生させ発泡させる方法などが用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２１７５０５号公報
【特許文献２】特開２００７－２１７６３９号公報
【特許文献３】特開２００７－２３１０６４号公報
【特許文献４】特開２００５－２７１５０４号公報
【特許文献５】特開２００８－１２７４６７号公報
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【特許文献６】特開２０１２－１４０５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、炭酸水素ナトリウムを発泡剤として利用した発泡倍率６倍以上のポリオ
レフィン発泡体を得ようとすると作製後収縮するという問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような不具合に着目したものであり、炭酸水素ナトリウムを発泡剤とし
て利用した発泡倍率６倍以上のポリオレフィン発泡体の製造方法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】
【０００９】
　本発明者らは、前記の問題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、収縮は気泡中の炭酸ガ
スの外部への拡散が主要な原因であるとの考えに至った。以下にその過程を具体的に説明
する。高温での加圧金型中で炭酸水素ナトリウムが熱分解し炭酸ガス及び水蒸気を発生さ
せる。その後金型圧力を開放することにより、炭酸ガス及び水蒸気は膨張し気泡が成長す
る。そして冷却されることで気泡は安定化する。この際、気泡内に存在する水蒸気は凝縮
しており、気泡内ガスは炭酸ガス、気泡外大気中は窒素と酸素が主体であると考えられる
。そして、気泡内外でこれらのガスに濃度差があるため気泡壁膜を通して拡散が生じ、ガ
スの置換が行われる。具体的には炭酸ガスが気泡内から気泡外へ、窒素と酸素が気泡外か
ら気泡内へと拡散していく。拡散速度は膜の透過係数と、気泡内外のガスの濃度差(分圧
差)に比例するため、ポリエチレン気泡壁膜中での二酸化炭素の初期の拡散速度は窒素の
それの１０倍以上の大きさと見積もられる。そのため、ガスの拡散が始まってからしばら
くは、気泡内のガスが減少していき、それに伴って気泡内圧は低下し、気泡は収縮してい
くと考えられる。さらに時間が経過し気泡内の炭酸ガスの濃度が低下すると、気泡内に流
入する窒素や酸素の速度が気泡外に流出する炭酸ガスの速度を上回り、気泡の収縮が回復
していく。最終的には気泡内外のガス濃度がつり合ったところで安定すると考えられる。
【００１０】
　以上を踏まえると収縮を解決するための手段としては、気泡内外ガスの置換を促進する
ことが有効であると考えられ、具体的には、雰囲気を空気中の主要なガス成分で加圧する
処理によって達成できると考えられる。この処理は以下の原理により収縮を改善すると考
えられる。
【００１１】
　第一に、雰囲気を加圧することにより、気泡が圧縮され、気泡内圧が上昇し炭酸ガスの
濃度が高まり気泡外への拡散が促進される。
【００１２】
　第二に、窒素若しくは空気で加圧することにより、窒素若しくは空気の気泡内への拡散
が促進される。
【００１３】
　すなわち本発明は、このような目的を達成するために、次のような手段を講じたもので
ある。
（１）ポリオレフィン系樹脂に対し加熱時に分解して炭酸ガス及び水蒸気を発生させる化
合物である発泡剤並びに架橋剤を添加後混練することにより得られた架橋性発泡性組成物
を加熱発泡させ６倍以上の初期発泡倍率を有する発泡体を作製する発泡体作製工程と、こ
の発泡体作製工程により作製した発泡体を所定時間常圧下で収縮させる収縮工程と、収縮
工程により収縮させた前記発泡体を３５℃～前記ポリオレフィン系樹脂の軟化点までの温
度条件下で高圧窒素ガス若しくは高圧空気中で処理することにより前記発泡体の発泡倍率
を前記初期発泡倍率の三分の二以上の値に復元させる高圧処理工程とを具備することを特
徴とする架橋ポリオレフィン系発泡体の製造方法。
（２）前記所定時間を、２４時間以上としている（１）の架橋ポリオレフィン系発泡体の
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製造方法。
（３）前記高圧処理工程における圧力を、０．２ＭＰａ～２０ＭＰａとしている請求項（
１）又は（２）記載の架橋ポリオレフィン系発泡体の製造方法。
（４）前記高圧処理工程を行う時間を１時間以上としている請求項（１）、（２）又は（
３）記載の架橋ポリオレフィン系発泡体の製造方法。
（５）前記発泡剤を、炭酸水素ナトリウムとしている請求項（１）、（２）、（３）又は
（４）記載の架橋ポリオレフィン系発泡体の製造方法。
（６）ポリオレフィン系樹脂に対し加熱時に分解して炭酸ガス及び水蒸気を発生させる化
合物である発泡剤並びに架橋剤を添加後混練することにより得られた架橋性発泡性組成物
を加熱発泡させ６倍以上の発泡倍率を有する発泡体を作製後、収縮した発泡体を復元させ
る方法として作製後２４時間以上経過させてから、３５℃～前記ポリオレフィン系樹脂の
軟化点、０．２ＭＰａ～２０ＭＰａの高圧窒素ガス若しくは高圧空気中で１～４８時間処
理することにより収縮した発泡体を復元させることを特徴とする架橋ポリオレフィン系発
泡体の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の方法によれば、臭気や金属腐食性、ガラスを曇らせる恐れのない高倍率のポリ
オレフィン発泡体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】１５倍発泡品の高圧処理工程後の発泡倍率変化をグラフとして示す図。
【図２】３０倍発泡品の高圧処理工程後の発泡倍率変化をグラフとして示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施の形態について説明する。
【００１７】
　本実施形態に係る架橋ポリオレフィン系発泡体の製造方法は、ポリオレフィン系樹脂に
対し加熱時に分解して炭酸ガス及び水蒸気を発生させる発生させる化合物である発泡剤並
びに架橋剤を添加後混練することにより得られた架橋性発泡性組成物を加熱発泡させ６倍
以上の初期発泡倍率を有する発泡体を作製する発泡体作製工程と、この発泡体作製工程に
より作製した発泡体を所定時間常圧下で収縮させる収縮工程と、収縮工程により収縮させ
た前記発泡体を３５℃～前記ポリオレフィン系樹脂の軟化点までの温度条件下で高圧窒素
ガス若しくは高圧空気中で処理することにより前記発泡体の発泡倍率を前記初期発泡倍率
の三分の二以上の値に復元させる高圧処理工程とを具備することを特徴とする。
【００１８】
　　本発明でいうポリオレフィンとは、例えば、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共
重合体、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、エチレン－プロピレン共重合体
、ポリ－４－メチル－１－ペンテン、ポリビニルクロライド、ポリビニリデンクロライド
、ポリビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、エチレン共重合体を挙げるこ
とができる。
【００１９】
　本発明でいう架橋剤とは、ポリエチレン系樹脂中において少なくともポリエチレン樹脂
の流動開始温度以上の分解温度を有するものであって、加熱により分解され、遊離ラジカ
ルを発生してその分子間もしくは分子内に架橋結合を生じせしめるラジカル発生剤である
ところの有機過酸化物、例えばジクミルパーオキサイド、n－ブチル４，４－ビス（t－ブ
チルパーオキシ）バレレート、１，１－ジターシャリーブチルパーオキサイド、１，１－
ジターシャリーブチルパーオキシー３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，５－ジ
メチルー２，５－ジターシャリーブチルパーオキシヘキサン、２，５－ジメチルー２，５
－ジターシャリーブチルパーオキシヘキシン、α、α―ジターシャリーブチルパーオキシ
イソプロピルベンゼン、ターシャリーブチルパーオキシケトン、ターシャリーブチルパー
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オキシベンゾエートなどがあるが、その時に使用される樹脂によって最適な有機過酸化物
を選択しなければならない。
【００２０】
　本発明においては、使用する組成物の物性の改良或いは価格の低下を目的として、架橋
結合に著しい悪影響を与えない配合剤（充填剤）、例えば酸化亜鉛、酸化チタン、酸化カ
ルシウム、酸化マグネシウム、酸化ケイ素等の金属酸化物、炭酸マグネシウム、炭酸カル
シウム等の炭酸塩、あるいはパルプ等の繊維物質、又は各種染料、顔料並びに蛍光物質、
その他常用のゴム及びプラスチック配合剤等を必要に応じて添加することができる。
【００２１】
　そして、前記収縮工程における前記所定時間を、２４時間以上とすることが望ましい。
ここで、前記所定時間が２４時間未満であると、高圧処理工程の後にさらに収縮が継続さ
れてしまうため、望ましくない。
【００２２】
　前記高圧処理工程における圧力は、０．２ＭＰａ～２０ＭＰａとすることが望ましい。
ここで、圧力が０．２ＭＰａよりも低いとガスを気泡内に十分に拡散させることができな
いため望ましくない。また圧力が２０ＭＰａよりも高くても気泡内へガスが過剰量拡散す
るのみで収縮の回復にさらなる向上が見られないため、処理に係る手間や労力が増大し、
ひいてはコストが増大するために望ましくない。
【００２３】
　前記高圧処理工程を行う時間は１時間以上、好ましくは１～４８時間とすることが望ま
しい。ここで高圧処理工程を行う時間が１時間よりも短いと、ガスを気泡内に十分に拡散
させることができないため望ましくない。また高圧処理工程を行う時間が４８時間よりも
長くても気泡内へ拡散するガスの量にさらなる向上が見られないため、処理に係る手間や
時間が増大し、ひいてはコストが増大するために望ましくない。
【００２４】
　本発明でいう発泡剤とは、加熱時に分解して炭酸ガス及び水蒸気を発生させる化合物を
いい、特に炭酸水素ナトリウムが好ましい。
【００２５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、各部の具体的な構成は、上述した実施形
態のみに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能であ
る。
【実施例】
【００２６】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限
定されるものではない。
【００２７】
　まず第一に、１５倍発泡品である本発明の実施例１～５及び、比較例１、比較例２、比
較例３を以下のように作製した。
【００２８】
　＜発泡体作製工程＞
　低密度ポリエチレン（商品名：ノバテックＬＦ４４１Ｂ、密度０．９２４ｇ／ｃｍ3、
メルトフローレート２．０ｇ／１０ｍｉｎ、日本ポリエチレン株式会社製）１００重量部
、炭酸水素ナトリウム（商品名：セルボンＦＥ５０７、永和化成工業株式会社製）１３．
５重量部、ジクミルパーオキサイド０．６重量部、n－ブチル４，４－ビス（t－ブチルパ
ーオキシ）バレレート（商品名：パーヘキサＶ－４０、日油株式会社）１．４重量部、ス
テアリン酸０．５重量部からなる組成物を１１５℃のロールにて混練し、１６０℃に加熱
されたプレス内の金型（２３．８×１６８×１６８ｍｍ）に練和物を充填し、６０分間加
圧下で加熱し、中間発泡体を成形した。
【００２９】
　次いで、中間発泡体を１４０℃に加熱されたプレス内の金型（４６．５×３５０×３５
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０ｍｍ）に略中央に載置し、２０分間加圧下で加熱して残存する発泡剤並びに架橋剤を分
解して１５倍の発泡体を作製した。
【００３０】
　＜収縮工程＞
　上記発泡体作製工程により作製した発泡体を常圧、常温下において２４時間以上置くこ
とにより、発泡体の冷却とともに収縮を促した。
【００３１】
　＜高圧処理工程＞
　上記収縮工程を経て得られた発泡体から３ｃｍ×１ｃｍの試験片を切り出し、高圧容器
の中に入れ、６０℃に加熱し、高圧空気により５ＭＰａに加圧し、温度と圧力の安定後２
１時間保持した。その後大気開放し発泡体を圧力容器から取出し、実施例１とした。その
後、経過時間に対する発泡倍率を測定した。
【００３２】
　上記実施例１における高圧処理工程において加熱温度を３５℃としたものを実施例２と
した。
【００３３】
　上記実施例１における高圧処理工程において加熱温度を９０℃としたものを実施例３と
した。
【００３４】
　上記実施例１における高圧処理工程において高圧空気圧力を１０ＭＰａとしたものを実
施例４とした。
【００３５】
　上記実施例１における高圧処理工程において保持時間を４８時間としたものを実施例５
とした。
【００３６】
　上記実施例１において高圧処理工程を行わず発泡体シートから３ｃｍ×１ｃｍの試験片
を切り出したものを比較例１とした。
【００３７】
　上記実施例１における高圧処理工程において加熱温度を１０５℃としたものを比較例２
とした。
【００３８】
　上記実施例２における発泡体作製工程の後、０．５時間未満を経た収縮を終えていない
、換言すれば収縮工程を経ていない発泡体に対し高圧処理工程を施したものを比較例３と
した。
【００３９】
　実施例１～５、比較例１、２、比較例３いずれも、発泡体の密度を水中置換法（ＪＩＳ
 Ｋ－７１１２ ５．１に準拠）により測定し、以下の式により発泡倍率を計算した。
【００４０】
【数１】

　そして第二に、３０倍発泡品である実施例６、比較例４を以下のように作製した。
【００４１】
　＜発泡体作製工程＞
　低密度ポリエチレン（商品名：ノバテックＬＦ４４１Ｂ、密度０．９２４ｇ／ｃｍ3、
メルトフローレート２．０ｇ／１０ｍｉｎ、日本ポリエチレン株式会社製）１００重量部
、炭酸水素ナトリウム（商品名：セルボンＦＥ５０７、永和化成工業株式会社製）３０重
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キシ）バレレート（商品名：パーヘキサV－４０、日油株式会社）１．４重量部、ステア
リン酸０．５重量部からなる組成物を１１５℃のロールにて混練し、１６０℃に加熱され
たプレス内の金型（１２×１０５×１０５ｍｍ）に練和物を充填し、６０分間加圧下で加
熱し、中間発泡体を成形した。該成形物の発泡倍率は９倍であった。
【００４２】
　次いで、中間発泡体を１４５℃に加熱されたプレス内の金型（２３×２９０×２９０ｍ
ｍ）に略中央に載置し、４０分間加圧下で加熱して残存する発泡剤並びに架橋剤を分解し
て３０倍の発泡体を作製した。
【００４３】
　＜収縮工程＞
　上記発泡体作製工程により作製した発泡体を常圧、常温下において２４時間以上置くこ
とにより、発泡体の冷却とともに収縮を促した。
【００４４】
　＜高圧処理工程＞
　得られた発泡体から６ｃｍ×１１ｃｍの試験片を切り出し、高圧容器の中に入れ、６０
℃に加熱し、高圧窒素により５ＭＰａに加圧し、温度と圧力の安定後２１時間保持した。
その後大気開放し発泡体を圧力容器から取出し、実施例５とした。その後、経過時間に対
する発泡倍率を測定した。
【００４５】
　上記実施例６において高圧処理工程を行わず発泡体シートから６ｃｍ×１１ｃｍの試験
片を切り出したものを比較例４とした。
【００４６】
　実施例６、比較例４いずれも、発泡体の密度をその重量と、寸法計測により求めた体積
から算出して、以下の式により発泡倍率を計算した。
【００４７】
【数２】

　実施例１～６、比較例１～４の組成、収縮工程条件、高圧処理工程条件を表１にまとめ
る。
【００４８】
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【表１】

　図１に実施例１～５及び比較例１、比較例２比較例３の発泡体の経過時間に対する発泡
倍率の変化を示す。高圧処理工程品は処理直後を時間０、未処理品は試験片の切り出し時
を時間０としている。比較例１は時間経過に対して自然に気泡内外のガスの置換が起こる
ことにより、若干寸法が回復し、１０日程度で９．５倍程度の発泡倍率で安定した。一方
、高圧処理工程を行った実施例１は処理直後１４倍程度に膨張したが、その後若干収縮し
１０日程度で約１３倍の発泡倍率で安定した。
【００４９】
　実施例５では処理時間を４８時間に長くしたが、収縮回復効果は変わらなかった。２４
時間でガス置換はほぼ完了しているものと考えられる。
【００５０】
　実施例４では空気圧力を１０ＭＰａに上昇させたが、収縮回復効果は改善された。これ
は、気泡内へ拡散した空気の量が増加したためと考えられる。
【００５１】
　実施例２では処理温度を３５℃に低下させたものであるが、処理後の収縮改善の程度は
他の実施例よりも低く、１０日経過後の発泡倍率も１１倍程度に低下したものの、収縮回
復効果自体は確認された。一方、実施例３では処理温度を樹脂の軟化点付近である９０℃
に上昇させたものであるが、処理後の再収縮が抑えられ、１０日経過後の発泡倍率も１５
倍程度に上昇した。温度を上昇させても気泡内のガス量は増加しないが、これは高圧処理
工程の大気開放時に気泡が再膨張する際、温度が高いと樹脂が軟化し気泡が拡大するため
と考えられる。比較例２では、さらに温度を上昇させ、融点付近の１０５℃にしたが、処
理後の発泡倍率は７倍程度と未処理よりも低い値となった。これは軟化の程度が高いこと
による破泡や気泡の合一等の理由が考えられる。このように処理温度は、軟化点付近まで
は高い方が収縮改善効果は高いが、融点付近になると逆に低くなることが分かる。
【００５２】
　比較例３では、発泡体作製工程のち、収縮工程を経ずに高圧処理工程を行ったが、処理
後の発泡倍率は７倍程度と低い値となった。これは、気泡内の炭酸ガスが十分残ったまま
発泡体を高圧容器の中に入れるため、気泡中から外部へ拡散する炭酸ガスにより高圧容器
内の炭酸ガス濃度が高くなり、気泡内外のガス置換が十分に行われないためと考えられる
。このように収縮工程において２４時間以上常温常圧下で十分に収縮させた場合には高圧
処理工程による収縮改善効果は高いが、収縮に至る前の発泡体は高圧処理工程を行っても
発泡倍率は改善されなくなることが分かる。
【００５３】
　図２に実施例６及び比較例４の発泡体の経過時間に対する発泡倍率の変化を示す。十分
時間経過後について１０倍程度の比較例４に対し、実施例６では２０倍程度の発泡倍率で
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あり、比較的大きな試験片についても上記と同様の傾向で処理の効果が得られることが分
かる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明は低臭気で無機発泡剤を利用した発泡倍率６倍以上のポリオレフィン系発泡体の
製造方法として利用することができる。

【図１】 【図２】



(10) JP 5968799 B2 2016.8.10

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  佐原　正明
            京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町５６番地　三和化工株式会社内
(72)発明者  倉田　誠一
            京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町５６番地　三和化工株式会社内
(72)発明者  伊藤　彰浩
            京都市下京区中堂寺粟田町９１番地　京都リサーチパーク９号館南棟　京都市産業技術研究所内
(72)発明者  仙波　健
            京都市下京区中堂寺粟田町９１番地　京都リサーチパーク９号館南棟　京都市産業技術研究所内

    審査官  松岡　美和

(56)参考文献  特開２００５－０１５５９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２３１０６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              欧州特許出願公開第０１３２３７７９（ＥＰ，Ａ１）　　
              特開２０００－１５９９２２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｊ　　　９／０６　　　　
              Ｃ０８Ｌ　　２３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

