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ABSTRACT: 

 The effect of the addition of fluorinated 

hyper-branched polymers (F-HBP) on the foaming 

of long chain branched polypropylene (LCB-PP) 

was investigated. F-HBP exhibited a weaker effect 

on both the expansion ratio and the cell structure 

of LCB-PP foams when compared to polymethyl 

methacrylate (PMMA) foams. We hypothesize that 

the difference can be understood by considering 

the corresponding interfacial tensions. 

 

1. 緒言 

ポリプロピレン (PP) は高分子の中でも比

較的安価で、耐薬品性や耐熱性に優れており、

これらの利点から PP発泡体は自動車用資材や

食品トレー等に使用される。PP は融解による

急激な粘度減少や、ひずみ効果性を持たないと

いう点から発泡性が悪いとされているが、長鎖

分岐 PPなどのレオロジーの改良によって一部

で使用されるようになった。もし PP 発泡体の

気泡構造を制御することができればより多く

の用途が見込める。 

 気泡構造を制御する方法の一つに核剤添加

があげられる。一般的に無機系の核剤がよく使

用されるが、粒径が小さくなると凝集してしま

い核剤効果には限界がある。そのため、有機系

の核剤を用いてナノサイズに分散させること

ができれば、より均一で微細な気泡を得ること

ができると期待される。 

 フッ素化ハイパーブランチポリマー 

(F-HBP) は、有機系核剤として少量添加するこ

とでポリメタクリル酸メチル  (PMMA) の気

泡構造を微細化することが確認されている[1]。

これは F-HBP の末端部に修飾されたフッ素基

による CO2 吸着量増加と、核剤としての不均

一核生成によって、核生成速度が促進されるた

めと推察されている。 

本研究では、F-HBP を無極性の PP に添加し

たが PMMA / F-HBP ほどの効果が得られなか

った。この原因について界面張力に着目し検討

を行った。 

 

2. 実験 

2-1. サンプル 

F-HBP (日産化学工業, FA-200, FA-a, b, c, d )

を 5種類用いた。FA-200 は PMMA発泡体の微

細化に効果があったグレードであり、FA-a, b

はアルキル基を有し、FA-c, d はそれぞれ極性

基が導入されている。また、比較のためフッ素

基のないハイパーブランチポリマー (日産化

学工業, HBP)、タルク (日本タルク, Micro-Ace 

P-6 平均粒径 4.0) を使用した。マトリックス

には長鎖分岐ポリプロピレン LCB-PP (サンア

ロマー, PF-814 ) を用いた。 

 

 

 

 

 

2-2. 発泡実験 

発泡実験には CO2 を使ったバッチ式発泡法

で、含浸および発泡温度 145-150℃、含浸圧力

15MPa、含浸時間 3 時間とした。得られた発泡

サンプルは凍結破断し、断面を走査型電子顕微

鏡 (SEM) で観察した。 

 

2-3. 動的粘弾性測定 

 動的粘弾性測定とせん断誘起結晶化測定に

は回転型レオメータ MCR （Anton Paar) を用

い、直径 12mmのパラレルプレートを用いた。

せん断誘起結晶化測定では、サンプルを 200℃

Table.1 Parameters of each nucleating agent 



 

 

で 5 分間溶融したのち、150℃まで冷却し温度

が安定した時間を t=0 として、ひずみ速度 

=0.1s-1で定常せん断測定を行なった。 

 

3. 結果及び考察 

PP/F-HBP (0.3wt%), PP/HBP, PP/talcを148℃

で発泡した結果をTable.2に示す。図中 は平均

気泡径 (µm)、 は発泡倍率、 はSEM画像に

おける気泡数密度 (cells/cm3)、 は未発泡体

の体積から算出した気泡数密度  (cells/cm3)を

示す。PP/talcでは は変化せず をやや減少さ

せたのに対し、F-HBP添加系ではどれも を維

持した上で が増加している。中でも、FA-c, d

の添加系はPP単体と比べて の数が約4倍増

加した。 

ここで古典的核生成理論[2]を元に考察する

と、均質核生成速度 、不均質核生成速度

はそれぞれ次式のように表される。 

 

 

 
 

ここで は核生成点での頻度因子、 は核生

成点でのガス濃度、 はポリマー-ガス間の界

面エネルギー、 は含浸圧力、 はエネル

ギー減少関数で0 < になる。 

talc添加系では不均質核生成により核生成速

度 が上昇し、気泡が微細になったと考えら

れる。それに対し、FA-a, FA-bはアルキル基を

有しているためにPPに分散しやすく、均質核

生成状態となるために気泡核数は上昇せず、ま

た、可塑剤として働いたために発泡倍率も気泡

サイズも上昇したと考えられる。 

 FA-c, dは、 はほぼ同等であるが、 がtalc

と比較して増加した。これは、PPに分散しに

くい系であったためにPP内に析出してしまい、

(2)式の によって気泡核生成に必要なエネ

ルギーが減少し、不均質核生成速度 が上昇

したと考えられる。しかし、talc添加系のよう

に気泡の微細化は起こらなかった。 が増加

しているのに微細化が起こらなかった原因と

して、低分子量成分添加による粘度減少が考え

られる。動的粘弾性測定では3wt%の添加でも

粘度減少は起こらなかった。  

また、これらの効果はPMMA/FA-200添加系

と比較するとかなり小さい。そこで、この違い

をPickering Emulsionsモデルから考察した。そ

の結果を Table.3に示す。 PMMA/FA-200と

PP/FA-c, dの接触角は90°近傍であり、PP/FA-a, 

bの接触角は90°よりも低かった。つまり、低い

接触角はマトリックス側への混ざりやすさを

示しており、FA-a, bはPPに混ざりやすいF-HBP

であることが確認できる。この結果からPPま

たはPMMAとCO2が非相容混合液と仮定した

時、PP/FA-c, dはピッカリングエマルションの

形態をとるためにPP/FA-a, bよりも効果が高く、

PMMA/FA-200はPP/F-HBPよりも界面張力が

非常に小さかったために効果が高かったと考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 結言 

本研究より、F-HBP 添加が PP 発泡体の気泡

構造に及ぼす影響を検討した。PP への分散性

の良い FA-a, b は効果が薄く、PP に分散しにく

い FA-c, d は効果が高かった。しかし、F-HBP

は PPの気泡構造を劇的に変化させることは出

来 な か っ た が 、 F-HBP の 接 触 角 か ら

PMMA/F-HBP の気泡構造の微細化のメカニズ

ムを推察することができた。この結果は今後、

接触角は 90°に近く、さらに、界面張力を減少

させるような組み合わせが見つかれば同様に

微細化できる可能性を示唆できたと思われる。 
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