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Polyvinylidene fluoride (PVDF) has excellent electrical properties, and superior heat and weather resistance. 
Recently, foaming of PVDF has attracted attention due to the potential for further weight reduction and improved 
heat insulation. Being semicrystalline, PVDF has poor foamability. Amorphous Poly (methyl methacrylate) 
(PMMA) has excellent foamability and is compatible with PVDF. However, large quantities of PMMA are required 
to significantly improve the foamability of PVDF. In contrast, we found that a modified acrylic resin can 
significantly improve the foamability of PVDF even at moderate loadings. The effect of the acrylic resin on the 
rheology of PVDF was also investigated in order to shed light on the foaming process. 
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1. 緒言 
 ポリフッ化ビニリデン（PVDF）はフッ素樹脂

由来の優れた耐熱性、耐候性、電気特性を持ち、

様々な分野で使用されている。また、近年その発

泡体は軽量化、断熱性の向上といった点から研

究されている。しかし、PVDF は結晶性高分子で

あるため、粘弾性は融点および結晶化温度の付

近で大きく変化する。そのため、非晶性高分子と

比較して、適した温度域が狭く発泡成形が困難

である。これまで二酸化炭素の含浸量増加を期

待して、PVDF と相溶性であるポリメタクリル酸

メチル（PMMA）を添加し、それが発泡挙動に及

ぼす影響について報告されているが、PMMA が

マトリックスとなるような高添加量においての

み発泡挙動が改善されている 1)。また、レオロジ

ーの観点から伸長粘度のひずみ硬化性を制御し、

気泡の破泡を抑制することが重要であるとの報

告がある 2)。そこで我々は二酸化炭素含浸量の増

加と粘弾性の改良を期待し、分子量の大きな変

成アクリル樹脂を少量添加し、PVDF の発泡挙動

に与える影響について調査した。 
2. 実験方法 
2-1. サンプル 
 Mw=300,000 の PVDF(( 株 ) ク レ ハ ) と
Mw=1,350,000 の変成アクリル樹脂(H-acrylic,三
菱ケミカル(株))と Mw=850,000 の変成アクリル

樹脂(L-acrylic,三菱ケミカル(株))を用いた．PVDF
にそれぞれ 10 wt%添加して二軸混練押出機にて

250 ℃で混練した。 
2-2. 発泡実験 
発泡実験はオートクレーブを用いた。発泡温

度 164℃、含浸圧力 15MPa、3 時間 CO2を含浸さ

せた。その後、大気圧まで急減圧し、1 分後に水

で急冷することにより発泡体を得た。得られた

発泡体は凍結破断し、断面を走査型電子顕微鏡

（SEM）で観察した。気泡径を SEM 画像より測

定した。発泡倍率(Er)は発泡前後の比重差により

算出した。また、今回気泡径のばらつきを評価す

るために変動係数(CV)を用いた。計算式を以下

に示す。 

CV =
𝜎

�̅�
                        (1) 

ここで、CV は変動係数、は標準偏差、�̅�は平均

気泡径である。 

2-3. 一軸伸長粘度測定 
 一軸伸長粘度測定は、伸長粘度測定装置
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ARES-EVF（TA Instruments 社製)を用いて評価し

た。窒素雰囲気化でひずみ速度は 0.1~1.0s-1、測

定温度 210℃で行った。 
 
3. 結果考察 
3-1. 発泡実験 

Fig.1 に(a)PVDF 単体、(b)H-acrylic/10wt%添加

系の発泡体断面の SEM 画像を示す。PVDF 単体

(a)は発泡領域と未発泡領域があり、発泡領域で

も気泡径にばらつきがみられる。一方、変成アク

リル樹脂添加系(b)では比較的均一に発泡した。

Table.1 に発泡倍率(Er)と気泡径の変動係数(CV)
を示す。Er は PVDF単体で 6.6倍に対し、L-acrylic
添加系では約 17 倍、H-acrylic 添加系では約 25 倍
と大きく改善された。また、変成アクリル樹脂添

加系では気泡のばらつきが減少した。これは変

成アクリル樹脂を添加したことで、粘弾性が改

善され、破泡が抑制された可能性が考えられる

が、伸長粘度との関係について事項に示す。 

Fig.1 SEM images of foams for (a)PVDF 
(b)PVDF+H-acrylic/10wt% at 164℃ with CO2 
 
3-2. 一軸伸長粘度測定 
 PVDF 単体、PVDF+ L-acrylic 添加系、PVDF+ 
H-acrylic 添加系の一軸伸長粘度を測定した。

PVDF 単体はほとんどひずみ硬化が見られず、典

型的な線状高分子の挙動を示した。変成アクリ

ル樹脂を添加した系でも分子量によらず、大き

な差は無かった。変成アクリル樹脂添加系で気

泡径のばらつきが減少したのはひずみ硬化性を

付与したためだと考えていたが、期待した効果

は見られなかった。一方、発泡温度付近の粘弾性

について測定したところ、変成アクリル樹脂添

加の有無で顕著な違いが確認された。今後発泡

温度付近でのレオロジーに注力する。 
 
4. 結言 
変成アクリル樹脂の添加が PVDF の発泡特性

に与える影響を調べた。変成アクリル樹脂添加

系では PVDF 単体と比べ、気泡径のばらつきが

抑えられた。この理由としてひずみ硬化性につ

いて着目したが、期待した粘度の立ち上がりは

見られなかった。詳細については今後検討する。 
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Table.1 Expansion ratio (Er) and coefficient of 

variation (CV) of PVDF/acrylic polymer 10wt% 
blends foamed at 164℃ 

Fig.2 Uniaxial extensional  viscosity of 
PVDF/acrylic polymer 10wt% blends at 210℃ 

Sample Er �̅� CV 

PVDF 6.6 5.7 0.48 

PVDF+ L-acrylic  17.2 42.3 0.27 

PVDF+ H-acrylic 24.6 85.4 0.21 
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