
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶性プロピレン・エチレン共重合体を少なくとも含むポリプロピレン成分（Ａ）７７
質量％以上９５質量％以下、エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）５質量％以
上１３質量％以下およびエチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）０質量％以上１０
質量％以下を含む樹脂成分と、該樹脂成分１００質量部に対して０．１質量部以上５質量
部以下の発泡剤（Ｄ）とを含有する発泡性樹脂組成物を、ガスにより

加圧されたキャビティ内に射出する射出工程と、
　射出工程後、キャビティの容積を拡大させて発泡性樹脂組成物を発泡させる発泡工程と
を有することを特徴とする樹脂発泡体の製造方法。
【請求項２】
　前記ポリプロピレン成分（Ａ）、エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）およ
びエチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）を含む樹脂成分のメルトフローレートが
、５ｇ／１０分以上１００ｇ／１０分未満であることを特徴とする請求項１記載の樹脂発
泡体の製造方法。
【請求項３】
　前記発泡剤（Ｄ）が、炭酸塩または炭酸水素塩１０質量％以上７０質量％以下と有機カ
ルボン酸３０質量％以上９０質量％以下とからなるものであることを特徴とする請求項１
または請求項２記載の樹脂発泡体の製造方法。
【請求項４】
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　発泡工程において、発泡性樹脂組成物の膨張速度よりも、キャビティの容積を速く拡大
させることを特徴とする請求項１ないし いずれか一項に記載の樹脂発泡体の製造方法。
【請求項５】
　請求項１ないし いずれか一項に記載の樹脂発泡体の製造方法によって得られたもので
あ ることを特徴とする樹脂
発泡体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポリプロピレン系の樹脂発泡体の製造方法およびこれにより得られる樹脂発泡
体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ポリプロピレン樹脂は、優れた物性および成形加工性を有しており、その上、焼却時に有
害ガスを発生しない、リサイクル可能であるなどの利点から、環境に優しい材料として急
速にその用途が拡大している。例えば、自動車部品としては、軽量で剛性に優れたポリプ
ロピレン系の樹脂発泡体が知られており、このような樹脂発泡体には、軽量（高発泡倍率
）であることに加え、表面外観が良好であること、そして均一で微細な発泡セルを有して
いることが望まれている。
【０００３】
ポリプロピレン系の樹脂発泡体の製造には、射出発泡法が用いられる。従来の射出発泡法
としては、ガスカウンタプレッシャー法、コアバック法などが知られている。
ガスカウンタプレッシャー法は、あらかじめガスで加圧されたキャビティ内に発泡性樹脂
組成物を射出し、ガス抜きを行ってキャビティ内を減圧状態にして樹脂内で発泡を進行さ
せる方法である。この方法によれば、加圧されたガスによって樹脂表面の発泡が抑えられ
、通常の射出成形体と同等の表面外観および均一で微細な発泡セルを有する樹脂発泡体を
得ることができる。しかしながら、ガスカウンタプレッシャー法では、高発泡倍率の樹脂
発泡体を得ることができず、また転写性も悪いという欠点があった。
【０００４】
一方、コアバック法は、固定型と移動型とに挟まれたキャビティ内に発泡性樹脂組成物を
射出し、移動型を後退させることにより、樹脂内で発泡を進行させる方法である。この方
法によれば、高発泡倍率の樹脂発泡体を得ることができるものの、樹脂表面の発泡を抑え
ることができず、移動型を後退させる前に発泡ガスが抜けてしまい、フラッシュによる外
観不良が発生するという欠点があった。また、樹脂発泡体内に形成される発泡セルは、連
続セルとなるため大きく、かつ不均一となる欠点もあった。
【０００５】
表面外観が良好で、かつ高倍率である樹脂発泡体を得る方法としては、図５に示すように
、発泡性樹脂組成物の一部を、固定型１および移動型２に挟まれた最終製品の容積よりも
小さい狭いキャビティ３内に射出ノズル（図示略）からスプルー４を通して射出する一次
射出工程と、その後、図６に示すように、移動型２を後退させながら残りの発泡性樹脂組
成物を拡大されたキャビティ３中へ射出する二次射出工程と、図７に示すように、移動型
２をさらに後退させてその発泡性樹脂組成物を発泡成形する発泡工程とからなる射出発泡
法が、特開２００２－１１７４８号公報、特開２００２－１２０２５２号公報等に開示さ
れている。
【０００６】
このような方法では、金型に接している樹脂表面は、金型で冷却されているので発泡が抑
えられてスキン層となり、その内部は発泡層となる。しかしながら、この方法では、初期
のキャビティ３の容積が、かなり小さいため、キャビティ３内全体に発泡性樹脂組成物を
充填するために、流動性の高い発泡性樹脂組成物が必要であった。さらに、キャビティ３
を拡大しながら発泡性樹脂組成物を射出すると、射出完了直前までキャビティ３が拡大さ
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れることになるため、移動型２の移動方向に沿った樹脂発泡体の外縁部分５にスワールマ
ーク（発泡模様）やシルバー（スジ模様）が発生し、部分的に外観不良が発生するという
問題があった。また、樹脂発泡体内に形成される発泡セルは、連続セルとなるため大きく
、かつ不均一となる欠点もあった。
【０００７】
表面外観が良好な樹脂発泡体を得る他の方法としては、発泡性樹脂組成物をキャビティ内
に射出した後、発泡ガスによる樹脂の膨張で金型壁面との接触を維持しながら移動型を後
退させる方法が、特開平８－２６７５２６号公報に開示されている。しかしながら、この
ような方法では、膨張中の樹脂表面と金型壁面とが常時接触して樹脂表面が常に冷却され
るために、樹脂表面のスキン層が厚くなりすぎ、発泡倍率を高くすることは困難であった
。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
よって、本発明の目的は、表面外観が良好であり、発泡セルが均一で微細であり、転写性
がよく、かつ高発泡倍率である樹脂発泡体を得ることができる製造方法を提供することに
ある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、本発明の樹脂発泡体の製造方法は、結晶性プロピレン・エチレン共重合体を
少なくとも含むポリプロピレン成分（Ａ）７７質量％以上９５質量％以下、エチレン・１
－オクテンランダム共重合体（Ｂ）５質量％以上１３質量％以下およびエチレン・１－ブ
テンランダム共重合体（Ｃ）０質量％以上１０質量％以下を含む樹脂成分と、該樹脂成分
１００質量部に対して０．１質量部以上５質量部以下の発泡剤（Ｄ）とを含有する発泡性
樹脂組成物を、ガスにより 加圧されたキャビ
ティ内に射出する射出工程と、射出工程後、キャビティの容積を拡大させて発泡性樹脂組
成物を発泡させる発泡工程とを有することを特徴とする。
【００１０】
また、本発明の樹脂発泡体の製造方法においては、前記プロピレン・エチレンブロック共
重合体（Ａ）、エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）およびエチレン・１－ブ
テンランダム共重合体（Ｃ）を含む樹脂成分のメルトフローレートが、５ｇ／１０分以上
１００ｇ／１０分未満であることが望ましい。
また、前記発泡剤（Ｄ）は、炭酸塩または炭酸水素塩１０質量％以上７０質量％以下と有
機カルボン酸３０質量％以上９０質量％以下とからなるものであることが望ましい。
【００１１】
　また、発泡工程において、発泡性樹脂組成物の膨張速度よりも、キャビティの容積を速
く拡大させることが望ましい。
　また、本発明の樹脂発泡体は、本発明の樹脂発泡体の製造方法によって得られたもので
あ ることを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳しく説明する。
［ポリプロピレン成分（Ａ）］
発泡性樹脂組成物の主成分であるポリプロピレン成分（Ａ）は、結晶性プロピレン・エチ
レン共重合体を主成分とし、必要に応じて、結晶性プロピレン単独重合体および／または
結晶性プロピレンランダム共重合体をさらに含有するものである。
【００１３】
結晶性プロピレン・エチレン共重合体は、結晶性プロピレン単独重合体と、エチレンとプ
ロピレンあるいは炭素数が４以上８以下のα－オレフィンとの共重合体とを含有するもの
である。結晶性プロピレン・エチレン共重合体の常温におけるパラキシレンに可溶な成分
の割合は、１０質量％以上７０質量％未満であることが好ましい。常温におけるパラキシ
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レンに可溶な成分の割合が１０質量％未満であるならば、得られる樹脂発泡体の耐衝撃性
が悪化する。一方、７０質量％以上であるならば、結晶性プロピレン・エチレン共重合体
の製造時にブロッキングを起こしやすく安定生産性に問題を生じる。
【００１４】
結晶性プロピレン・エチレン共重合体の２３０℃でのメルトフローレート（ＭＦＲ）は、
好ましくは５ｇ／１０分以上１００ｇ／１０分以下であり、より好ましくは１０ｇ／１０
分以上８０ｇ／１０分以下である。ＭＦＲが５ｇ／１０分未満であるならば、分散性、成
形性が悪化する。一方、１００ｇ／１０分を超えるならば、得られる樹脂発泡体の耐衝撃
性が低下するという問題がある。
本発明においては、結晶性プロピレン・エチレン共重合体のＭＦＲは、ＪＩＳＫ６９２１
－２に記載の方法で、２３０℃、２．１６ｋｇの荷重下で測定される。
【００１５】
また、結晶性プロピレン・エチレン共重合体の流動性や、発泡成形性を改良するために結
晶性プロピレン単独重合体を併用してもよい。
特に、流動性を改善するためには、２３０℃でのメルトフローレートが５００ｇ／１０分
以上３０００ｇ／１０分以下の結晶性プロピレン単独重合体が好適である。メルトフロー
レートは、８００ｇ／１０分以上２５００ｇ／１０分以下であればより好ましく、１００
０ｇ／１０分以上２０００ｇ／１０分以下であればさらに好ましい。結晶性プロピレン単
独重合体のメルトフローレートが５００ｇ／１０分以上であれば、流動性が大幅に改善さ
れ、３０００ｇ／１０分未満であれば、樹脂発泡体の耐衝撃性を高く維持することができ
る。
本発明においては、結晶性プロピレン単独重合体のメルトフローレートは、ＪＩＳ　Ｋ６
９２１－２に記載されている方法で２３０℃、２．１６ｋｇ荷重下にて測定される。
【００１６】
また、沸騰ｐ－キシレン可溶分は、６．０質量％以下であることが好ましい。より好まし
くは３．０質量％以下である。
ここで、沸騰ｐ－キシレン可溶分は、以下のようにして求められる。
沸騰ｐ－キシレンでホモポリプロピレン５ｇをソックスレー抽出し、濾液を２０℃で一昼
夜放置した後、濾液にアセトンを加えて析出物を析出させ、析出物を濾過、乾燥し、得ら
れたものの質量（Ｗ 1  （ｇ））を測定し、次式より算出する。
（（Ｗ 1  ）／５）×１００　（％）
【００１７】
この結晶性プロピレン単独重合体のメルトフローレートの調整方法としては、重合時に、
水素などの分子量調節剤の量や重合温度、圧力等の重合条件を調整する方法や、特開平８
－３０２１０５号公報に開示されているように、重合後にジアシルパーオキシド、ジアル
キルパーオキシド等の有機過酸化物で調整する方法がある。メルトフローレートの調整は
、樹脂発泡体の外観等の点から前者の重合による調整方法が好ましい。
【００１８】
この重合による調整方法に用いられる触媒としては、結晶性アイソタクティックポリプロ
ピレンを与えるほとんど全ての触媒が使用でき、中でも特開平３－７０６号公報、特開平
８－１７０９８４号公報や特開平９－２０８０３号公報に開示されているチタン触媒成分
に複数のエーテル結合を含有する電子供与体からなる触媒を使用する方法が最も好適であ
る。
【００１９】
さらに、樹脂発泡体の外観を改良するために必要に応じて、高溶融張力結晶性プロピレン
単独重合体を、結晶性プロピレン・エチレン共重合体と併用してもよい。高溶融張力結晶
性プロピレン単独重合体は、２３０℃でのメルトフローレート（ＭＦＲ）（ｇ／１０分）
と２３０℃での溶融張力（ＭＴ）（ｇ）が下記式の関係を満たしている結晶性プロピレン
単独重合体である。
１１．３２×ＭＦＲ - 0 . 7 8 5 4≦ＭＴ
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【００２０】
好ましい高溶融張力結晶性プロピレン単独重合体としては、２３０℃における溶融張力（
ＭＴ）が０．０１Ｎ（０．９８０６６５ｇｆ）以上であり、２３０℃におけるメルトフロ
ーレートが１ｇ／１０分以上のポリプロピレン系樹脂が挙げられる。ここで、メルトフロ
ーレートは、ＪＩＳ　Ｋ６９２１－２に記載されている方法で２３０℃、２．１６ｋｇ荷
重下で測定される。また、溶融張力は、ＪＩＳ　Ｋ６９２１－２に示されるＭＦＲ測定用
の装置に準じて測定する。具体的には、約５ｇの樹脂をシリンダー内に５分間２３０℃で
予熱した後、ピストンによって押出速度２０ｍｍ／分でキャピラリーより吐出し、吐出さ
れたストランドを１５．７ｍ／分の定速度で引取り、途中滑車を介してストレスゲージに
て荷重を読み取り、記録する。測定開始から１２０～１８０秒間の読みの平均値を溶融張
力とする。
【００２１】
さらに、必要に応じて、プロピレンとエチレンあるいは炭素数が４以上８以下のα－オレ
フィンとの共重合体である結晶性ランダム共重合体を、結晶性プロピレン・エチレン共重
合体と併用してもよい。結晶性ランダム共重合体におけるエチレンあるいは炭素数が４以
上８以下のα－オレフィンの共重合割合は、５質量％以下であることが好ましい。共重合
割合が５質量％を超えると、樹脂発泡体の耐熱性が悪化する。
【００２２】
結晶性ランダム共重合体の２３０℃でのメルトフローレート（ＭＦＲ）は、好ましくは５
ｇ／１０分以上１００ｇ／１０分以下であり、より好ましくは１０ｇ／１０分以上８０ｇ
／１０分以下である。ＭＦＲが５ｇ／１０分未満であるならば、分散性、成形性が悪化す
る。一方、１００ｇ／１０分を超えるならば、得られる樹脂発泡体の耐衝撃性が低下する
という問題がある。
【００２３】
［エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）］
エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）は、樹脂発泡体の耐衝撃性を向上させる
ための成分である。
エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）は、エチレン含有量が、好ましくは７０
モル％以上９０モル％以下、より好ましくは７５モル％以上８５モル％以下であり、密度
が、好ましくは０．８６ｇ／ｃｍ 3  以上０．８８ｇ／ｃｍ 3  以下のものである。エチレン
含有量および密度がこの範囲にある共重合体は、エラストマーとしての物性を有しており
、樹脂発泡体の衝撃強度を高めることができる。
【００２４】
エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）のメルトフローレート（ＭＦＲ）は、Ｊ
ＩＳ　Ｋ６９２１－２に準拠し、２３０℃、２．１６ｋｇ荷重下で測定した値が、好まし
くは３ｇ／１０分以上７０ｇ／１０分以下、より好ましくは１０ｇ／１０分以上６５ｇ／
１０分以下である。ＭＦＲ値がこの範囲にあると、ブロック共重合体の流動性を損なうこ
となく耐衝撃性を改良することができるため、衝撃強度が高く、光沢があり、外観の優れ
た樹脂発泡体を得ることができる。
【００２５】
エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）は、通常遷移金属触媒の存在下に、エチ
レンと１－オクテンとを気相または液相下で共重合して製造することができる。重合触媒
や重合方法などに特に制約はなく、例えばチーグラー型触媒、フィリップス型触媒、メタ
ロセン型触媒などを使用し、気相法、溶液法、バルク重合法などの重合方法により製造す
ることができる。
【００２６】
［エチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）］
エチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）は、力学的強度（耐衝撃性）を改良するた
めに、必要に応じて樹脂成分に配合されるものである。
【００２７】
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エチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）のメルトフローレート（ＭＦＲ）は、ＪＩ
Ｓ　Ｋ６９２１－２に準拠し、２３０℃、２．１６ｋｇ荷重下で測定した値が、好ましく
は０．５ｇ／１０分以上１０ｇ／１０分以下、より好ましくは０．６ｇ／１０分以上５ｇ
／１０分以下である。ＭＦＲ値がこの範囲にあると、力学的強度（耐衝撃性）が改善され
る。
【００２８】
エチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）は、通常遷移金属触媒の存在下に、エチレ
ンと１－ブテンとを気相または液相下で共重合して製造することができる。重合触媒や重
合方法などに特に制約はなく、例えばチーグラー型触媒、フィリップス型触媒、メタロセ
ン型触媒などを使用し、気相法、溶液法、バルク重合法などの重合方法により製造するこ
とができる。
【００２９】
［発泡剤（Ｄ）］
発泡剤（Ｄ）は、特に制限はなく、溶剤型発泡剤であっても、分解型発泡剤であってもよ
い。
溶剤型発泡剤は、射出成形機のシリンダー部分から注入して原料樹脂に吸収ないし溶解さ
せ、その後、射出成形金型中で蒸発して発泡剤として機能する物質である。プロパン、ブ
タン、ネオペンタン、ヘプタン、イソヘキサン、ヘキサン、イソヘプタン、ヘプタン等の
低沸点脂肪族炭化水素や、フロンガスで代表される低沸点のフッ素含有炭化水素等が使用
できる。
【００３０】
分解型発泡剤は、原料樹脂にあらかじめ配合されてから射出成形機へと供給され、射出成
形機のシリンダー温度条件下で発泡剤が分解して炭酸ガス、窒素ガス等の気体を発生する
化合物である。分解型発泡剤は、無機系の分解型発泡剤であっても有機系の分解型発泡剤
であってもよく、また、気体の発生を促す有機酸等を発泡助剤として併用してもよい。
【００３１】
無機系の分解型発泡剤としては、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸アンモニウ
ム、炭酸アンモニウム、亜硝酸アンモニウム、クエン酸、クエン酸ナトリウムなどが挙げ
られる。
有機系の分解型発泡剤としては、Ｎ，Ｎ’－ジニトロソテレフタルアミド、Ｎ，Ｎ’－ジ
ニトロソペンタメチレンテトラミン等のＮ－ニトロソ化合物；アゾジカルボンアミド、ア
ゾビスイソブチロニトリル、アゾシクロヘキシルニトリル、アゾジアミノベンゼン、バリ
ウムアゾジカルボキシレート等のアゾ化合物；ベンゼンスルフォニルヒドラジド、トルエ
ンスルフォニルヒドラジド、ｐ，ｐ’－オキシビス（ベンゼンスルフェニルヒドラジド）
、ジフェニルスルフォン－３，３’－ジスルフォニルヒドラジド等のスルフォニルヒドラ
ジド化合物；カルシウムアジド、４，４’－ジフェニルジスルフォニルアジド、ｐ－トル
エンスルフォニルアジド等のアジド化合物などが挙げられる。
【００３２】
これらの発泡剤の中でも、環境への影響が少なく、安全で、さらには発泡セルが安定化す
る点で、重炭酸水素ナトリウム等の炭酸塩または炭酸水素塩が好ましく、その際、有機カ
ルボン酸を発泡助剤として併用することが好ましい。炭酸塩または炭酸水素塩と有機カル
ボン酸との配合比は、炭酸塩または炭酸水素塩が１０質量％以上７０質量％以下、有機カ
ルボン酸が３０質量％以上９０質量％以下の範囲が好ましい。なお、発泡剤および発泡助
剤の使用に当たって、それらを含むマスターバッチをあらかじめ調製しておき、それを樹
脂成分に配合してもよい。
【００３３】
［発泡性樹脂組成物］
発泡性樹脂組成物の樹脂成分は、ポリプロピレン成分（Ａ）、エチレン・１－オクテンラ
ンダム共重合体（Ｂ）、必要に応じて、エチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）を
含むものである。
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【００３４】
樹脂成分に占めるポリプロピレン成分（Ａ）の割合は、７７質量％以上９５質量％以下で
ある。ポリプロピレン成分（Ａ）が７７質量％未満では、得られる樹脂発泡体の剛性が低
下し、かつ高価なものになるという問題点がある。一方、９５質量％を超えると、耐衝撃
性が低下する。
また、樹脂成分に占める結晶性プロピレン・エチレン共重合体、結晶性プロピレン単独重
合体、結晶性プロピレンランダム共重合体の割合は、好ましくはそれぞれ４０質量％以上
９５質量％以下、３５質量％以下、２０質量％以下である。結晶性プロピレン・エチレン
共重合体、結晶性プロピレン単独重合体、結晶性プロピレンランダム共重合体それぞれの
含有量が、上記の範囲内にあれば、力学特性が良好な組成物が得られる。
【００３５】
樹脂成分に占めるエチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）の割合は、５質量％以
上１３質量％以下である。エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）が５質量％未
満では、得られる樹脂発泡体の発泡倍率が上がらず、しかも形成されるセルが粗く連続し
てしまい、１３質量％を超えると、曲げ弾性率が低下し、かつ高価となる。
また、樹脂成分に占めるエチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）の割合は、０質量
％以上１０質量％以下であり、好ましくは０質量％以上８質量％以下である。エチレン・
１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）が１０質量％を超えると、発泡セルが粗くなる。
【００３６】
この樹脂成分のメルトフローレート（ＭＦＲ）は、好ましくは５ｇ／１０分以上１００ｇ
／１０分未満の範囲である。ＭＦＲがこの範囲にあると、高速射出成形に好適であり、発
泡体の剛性と耐衝撃性とのバランスを調整しやすく、また発泡セルが独立気泡形状をとり
やすく、かつセル形状が均一にそろいやすい利点がある。
本発明においては、樹脂成分のメルトフローレートは、ＪＩＳ　Ｋ６９２１－２に記載さ
れている方法で２３０℃、２．１６ｋｇ荷重下にて測定される。
【００３７】
発泡剤（Ｄ）の添加量は、樹脂成分１００質量部に対して、０．１質量部以上５質量部以
下、好ましくは０．５質量部以上２質量部以下の範囲であり、この範囲内において、樹脂
発泡体の要求物性に応じて、発泡剤からの発生ガス量および望ましい発泡倍率等を考慮し
て選択される。この範囲内にある発泡性樹脂組成物からは、気泡径が揃い、かつ気泡が均
一分散した樹脂発泡体が得られる。
【００３８】
本発明における発泡性樹脂組成物には、本発明の目的を損なわない範囲で、必要に応じて
各種添加剤を加えることができる。添加剤としては、酸化防止剤、塩酸吸収剤、耐熱安定
剤、耐候安定剤、光安定剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤、難燃剤、顔料、染料、分
散剤、銅害防止剤、中和剤、可塑剤、架橋剤、過酸化物等の流れ性改良剤、ウェルド強度
改良剤、天然油、合成油、ワックスなどが挙げられる。
【００３９】
［樹脂発泡体の製造方法］
次に、本発明の樹脂発泡体の製造方法について説明する。
図１は、本発明の樹脂発泡体の製造方法に用いられる金型の一例を示す断面図である。こ
の金型１０は、固定型１１と移動型１２（コア型）とから構成され、固定型１１と移動型
１２との間にはキャビティ１３が形成されている。また、固定型１１には、射出ノズル（
図示略）から供給される発泡性樹脂組成物をキャビティ１３内に射出するゲート１４が設
けられている。また、移動型１２には、ガス供給管１６からの窒素等のガスをキャビティ
１３内に供給し、かつキャビティ内のガスをガス排出管１７へと排出する供給するガス管
１５が設けられ、さらに、ガス供給管１６およびガス排出管１７には、それぞれバルブ１
８，１９が設けられている。また、移動型１２には、固定型１１との接触部分に、キャビ
ティ１３内を気密に保つためのＯリング２０が設けられている。
【００４０】
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この金型１０を用いた樹脂発泡体の製造は、例えば、以下のようにして行われる。
まず、固定型１１および移動型１２とを高圧で当接させた高圧型締状態において、ガス供
給管１６からガス管１５を通してキャビティ１３内に窒素等のガスを封入し、所定のガス
圧力に保つ。このガスにより加圧されたキャビティ１３内に、図２に示すように、加熱に
よって可塑化された発泡性樹脂組成物２１を射出ノズル（図示略）からゲート１４を通し
て射出する（射出工程）。射出工程では、ガス圧力がキャビティ１３内に常にかかってい
るので、樹脂表面における発泡がほとんど起こらずに、スキン層が形成される。
【００４１】
射出完了後、キャビティ１３内の窒素等のガスをガス管１５からガス排出管１７を通して
排出する。このとき、樹脂内で発泡が進行し、均一で微細な独立発泡セルが形成される。
ついで、図３に示すように、移動型１２を後退させてキャビティ１３の容積を拡大させ、
発泡性樹脂組成物２１をさらに発泡させる（発泡工程）。この発泡工程では、発泡性樹脂
組成物の射出を停止した状態で移動型１２を後退させると、樹脂内で発泡が進行する。
【００４２】
移動型１２が所定位置まで後退（キャビティの容積が最終製品の容積まで拡大）したら、
移動型１２を停止させ、発泡した樹脂の冷却を行う（冷却工程）。冷却後、移動型１２を
さらに後退させて樹脂発泡体（最終製品）を取り出す。
発泡工程の後、そのまま冷却して樹脂発泡体を取り出すこともできるし、あるいは軽く冷
却した後に移動型１２を前進させて型締し、圧縮して所定寸法に調整してから取り出すこ
ともできる。圧縮すると容積が減少して金型と接触しなかった樹脂発泡体の表面を型内面
に再接触させることになるので、冷却効率を向上させるとともに金型内で形状を規制する
ことになり、取出後の変形を防止することもでき、良好な外観を得ることができる。
【００４３】
発泡性樹脂組成物をキャビティ１３内に射出する前のキャビティ１３内のガス圧力は、３
ｋｇ／ｃｍ 2  以上１０ｋｇ／ｃｍ 2  以下であることが好ましい。キャビティ１３内のガス
圧力が３ｋｇ／ｃｍ 2  未満では、樹脂表面における発泡の抑制が不十分となり、得られる
樹脂発泡体の表面外観が悪くなるおそれがあり、さらに、均一で微細な発泡セルが得られ
ないおそれがある。キャビティ１３内のガス圧力が１０ｋｇ／ｃｍ 2  を超えると、設備に
コストがかかるおそれがある。
【００４４】
キャビティ１３内に射出する発泡性樹脂組成物の温度は、好ましくは１９０℃以上２２０
℃以下である。また、固定型１１および移動型１２の金型温度は、好ましくは３０℃以上
７０℃以下である。
【００４５】
発泡工程における移動型１２の後退速度は、発泡性樹脂組成物の膨張速度よりも速いこと
、すなわち、発泡性樹脂組成物の膨張速度よりもキャビティの容積を速く拡大させること
が好ましい。これにより、膨張中の樹脂表面と金型壁面とがほとんど接触することがなく
なるので、樹脂表面が過剰に冷却されることがなく、したがって、樹脂発泡体の発泡倍率
を高くすることが容易となる。
【００４６】
以上説明したような樹脂発泡体の製造方法にあっては、特定の組成からなる発泡性樹脂組
成物を、ガスにより加圧されたキャビティ１３内に射出しているので、ガスカウンタプレ
ッシャー法と同等の表面外観および均一で微細な独立発泡セルを有する樹脂発泡中間体を
得ることができ、そして、射出工程後キャビティの容積を拡大させて樹脂発泡中間体をさ
らに発泡させているので、コアバック法と同等の高発泡倍率の樹脂発泡体を転写性よく得
ることができ、しかも、良好な表面外観および均一で微細な独立発泡セルは最終的に得ら
れる樹脂発泡体においても維持されたままとなる。
【００４７】
このような製造方法によって得られた樹脂発泡体は、焼却しても有害なガスを発生せず、
またリサイクルも可能である。このような樹脂発泡体は、ドアトリム、インストルメント
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パネル等の自動車内装部品、サイドプロテクトモール、バンパー、ソフトフェイシア、マ
ッドガード等の自動車外装部品に好適に利用することができる。
【００４８】
なお、本発明の樹脂発泡体の製造方法は、特定の発泡性樹脂組成物をガスにより加圧され
たキャビティ内に射出する射出工程と、射出工程後キャビティの容積を拡大させて発泡性
樹脂組成物を発泡させる発泡工程とを有する方法であればよく、上述の製造方法の一例に
限定されない。
また、本発明の樹脂発泡体の製造方法に用いられる金型は、図示例のものに限定はされず
、射出工程後にキャビティの容積を拡大できるものであれば、キャビティの容積を拡大さ
せる機構、金型の形状等に特に制限はない。
【００４９】
【実施例】
以下に、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例にのみ限
定されるものではない。
［ポリプロピレン成分（Ａ）］
ポリプロピレン成分（Ａ）として、以下のものを用いた。
（Ａ－１）：サンアロマー（株）製、結晶性プロピレン・エチレン共重合体、ＰＡＢ７０
Ａ、ＭＦＲ（２３０℃）＝６０ｇ／１０分。
（Ａ－２）：サンアロマー（株）製、結晶性プロピレン・エチレン共重合体、ＰＭＡ８０
Ｘ、ＭＦＲ（２３０℃）＝４５ｇ／１０分。
（Ａ－３）：サンアロマー（株）製、結晶性プロピレン単独重合体、ＰＦ８１４、ＭＦＲ
（２３０℃）＝２．５ｇ／１０分、ＭＴ（２３０℃）＝２２ｇ。
【００５０】
＜（Ａ－４）の製造＞
（固体触媒）
重合用の固体触媒としては、高立体規則性のＺｉｅｇｌｅｒ－Ｎａｔｔａ触媒を用いた。
具体的には、ＭｇＣｌ 2  上に、２．５質量％のＴｉと内部ドナーとしてジイソブチルフタ
レートとを欧州特許第６７４９９１号に記載の方法で、担持させたものである。
（触媒系及び予備重合）
固体触媒を、トリエチルアルミニウム（ＴＥＡＬ）とジシクロペンチルメトキシシラン（
ＤＣＰＭＳ）との混合物に、－５℃の条件下で５分間接触させた。ここで、ＴＥＡＬ／Ｄ
ＣＭＰＳ＝１５（質量比）、ＴＥＡＬ／Ｔｉ＝６５（モル比）である。第１リアクターで
反応させる前に、ここで得られた触媒系を液化プロピレン中に懸濁させ２０℃で２０分間
保持した。
【００５１】
（重合）
合成されたポリマー成分を直ちに次のリアクターに送ることができる装置を有した３段の
気相リアクターを用いて、モノマーの重合を実施した。ポリプロピレンホモポリマーの合
成は、第１リアクターに、プロピレンガスを、先に作製した予重合した触媒および水素（
分子量調整の目的で使用）とともに、連続・定速で供給することによって行った。水素お
よびプロピレンモノマーは、リアクター内の濃度が一定になるように連続的に分析・供給
した。
【００５２】
プロピレン・エチレン共重合体であるゴム成分を得るために、第１リアクターで得られた
ポリプロピレンホモポリマーを一定流量で未反応モノマーをパージした後に放出し、一定
流量のプロピレンおよびエチレンガスとともに第２リアクターに導入した。
ついで、ポリプロピレンホモポリマー成分を得るために、第２リアクターで生成したポリ
マー成分を一定流量で未反応モノマーをパージした後に放出し、一定流量のガス状のプロ
ピレンおよび水素とともに第３リアクターに導入した。
【００５３】
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第３リアクターに存在するポリマー粒子を、反応性モノマーおよび揮発分を取り除くため
に、スチームで処理した。このようにしてＭＦＲ（２３０℃）＝２ｇ／１０分、結晶性プ
ロピレン・エチレン共重合体（Ａ－４）を製造した。各リアクターの条件を表１に示す。
【００５４】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５５】
＜（Ａ－５）の製造＞
（触媒の調製）
（１）９，９－ビス（ヒドロキシメチル）フルオレンの合成：
５００ｍｌフラスコに、無水雰囲気中で、順に、ＣａＨ上で蒸留したジメチルスルホキシ
ド（ＤＭＳＯ）１００ｍｌ、パラホルムアルデヒド（常温および圧力２ｔｏｒｒで８時間
脱水）８ｇ、およびエタノール６ｍｌ中に溶解させたナトリウムエチラート１．４ｇを入
れた。懸濁液を氷浴で冷却した後（ＤＭＳＯ／ＥｔＯＨ混合物の融解温度は１３℃である
）、懸濁液を攪拌しながら、フルオレン１６ｇのＤＭＳＯ溶液１００ｍｌを３０秒間で加
えた。フルオレンのＤＭＳＯ溶液を加え始めてから３分後、１．５ｍｌの３７％ＨＣｌで
反応を停止させ、次いで水４００ｍｌで希釈した。混合物をＮａＣｌで飽和させ、９，９
－ビス（ヒドロキシメチル）フルオレンを酢酸エチルで抽出した。次いで、有機相を無水
Ｎａ 2  ＳＯ 4  で除湿し、溶剤を留別した。トルエンで結晶化させた後、生成物１５．２ｇ
（収率７０％）が得られた。
【００５６】
（２）９，９－ビス（メトキシメチル）フルオレンの合成：
１００ｍｌフラスコに、窒素雰囲気中で、順に、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）３０ｍｌ
、上記で調製した９，９－ビス（ヒドロキシメチル）フルオレン１１．３ｇ、およびＣＨ

3Ｉ  ３１．１ｍｌを入れた。これらを攪拌し、常温で操作しながら、鉱油中６０質量％Ｎ
ａＨ　４ｇを２時間３０分かけて加え、次いで内容物を１時間３０分反応させた。蒸留に
より、未反応ＣＨ 3Ｉ  を回収し、残りの内容物を水１００ｍｌで希釈し、得られた浮揚固
体を濾過し、４０℃で減圧乾燥させた。エタノールで結晶化させることにより、生成物１
１．３ｇ（収率９０％）が得られた。
【００５７】
（重合）
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特開平０９－０２０８０３号公報における実施例１記載の方法で調製された固体触媒成分
、トリエチルアルミニウムからなる触媒成分、プロピレンモノマー、およびＭＦＲを調整
するための水素を、容積２９０Ｌのループ型重合槽に連続的に供給した。具体的には次の
ようにした。
濾過バリヤーを備えた５００ｍｌ円筒形ガラス製反応器に０℃で、ＴｉＣｌ 4  を２２５ｍ
ｌ、および攪拌しながら１５分間の間に、下記のようにして得た微小長球形ＭｇＣｌ 2  ・
２．１Ｃ 2Ｈ 5ＯＨ　１０．１ｇ（５４ｍｍｏｌ）を入れた。次いで温度を７０℃に上げ、
９，９－ビス（メトキシメチル）フルオレン９ｍｍｏｌを入れた。温度を１００℃に上げ
、２時間後、ＴｉＣｌ 4  を濾過により除去した。ＴｉＣｌ 4  ２００ｍｌおよび９，９－ビ
ス（メトキシメチル）フルオレン９ｍｍｏｌを加え、１２０℃で１時間処理した後、内容
物を再度濾過し、さらに２００ｍｌのＴｉＣｌ 4  を加え、１２０℃でさらに１時間処理を
続行し、最後に、内容物を濾過し、濾液から塩素イオンが完全に消失するまで６０℃のｎ
－ヘプタンで洗浄した。
このようにして得た触媒成分は、Ｔｉ＝３．５質量％、９，９－ビス（メトキシメチル）
フルオレン＝１６．２質量％を含む。
【００５８】
微小長球形ＭｇＣｌ 2  ・２．１Ｃ 2Ｈ 5ＯＨは、次のように製造した。タービン攪拌機およ
び吸引パイプを備えた２リットルオートクレーブ中に、不活性ガス中、常温で、無水Ｍｇ
Ｃｌ 2  ４８ｇ、無水Ｃ 2Ｈ 5ＯＨ　７７ｇ、および灯油８３０ｍｌを入れた。攪拌しながら
内容物を１２０℃に加熱することにより、ＭｇＣｌ 2  とアルコールの間の付加物が生じる
が、この付加物は融解し、分散剤と混合される。オートクレーブ内の窒素圧を１５気圧に
維持した。オートクレーブの吸引パイプを加熱ジャケットで外部から１２０℃に加熱した
。吸引パイプは内径が１ｍｍで、加熱ジャケットの一端から他端までの長さが３メートル
である。このパイプを通して混合物を７ｍ／ｓｅｃの速度で流した。パイプの出口で、灯
油２．５リットルを含み、初期温度を－４０℃に維持したジャケットで外部から冷却され
ている５リットルフラスコ中に、分散液を攪拌しながら採取した。分散液の最終温度は０
℃である。エマルションの分散相を構成する球状固体生成物を沈降させ、濾過して分離し
、ヘプタンで洗浄して乾燥させた。これらの操作はすべて不活性ガス雰囲気中で行った。
最大直径が５０ミクロン以下の、固体球状粒子形のＭｇＣｌ 2  ・２．３Ｃ 2Ｈ 5ＯＨが１３
０ｇ得られた。こうして得られた生成物から、ＭｇＣｌ 2  １モルあたりアルコール含有量
が２．１モルに減少するまで、窒素気流中で温度を５０℃から１００℃に徐々に高めてア
ルコールを除去した。
【００５９】
あらかじめ気体状プロピレンで７０℃で１時間掃気した４リットルオートクレーブ中に、
常温、プロピレン気流中で、トリエチルアルミニウム７ｍｍｏｌおよび上記のようにして
製造した固体触媒成分４ｍｇを含む無水ｎ－ヘキサン７０ｍｌを入れた。オートクレーブ
を閉じ、水素１．７Ｎリットルおよび液体プロピレン１．２ｋｇを導入し、攪拌機を作動
させ、温度を５分間で７０℃に上げた。７０℃で２時間後、攪拌を停止し、未重合モノマ
ーを除去し、内容物を常温に冷却した。ポリプロピレン３８０ｇがオートクレーブから放
出されるが、該ポリプロピレンは、２５℃におけるキシレン不溶画分（Ｘ．Ｉ．）＝９７
．７％、メルトインデックスＭＦＲ／Ｌ＝４．５ｇ／１０分であった。重合体収率は、固
体触媒成分１ｇあたりポリプロピレン９５，０００ｇであった。
【００６０】
トリエチルアルミニウムはプロピレンモノマー当たりのモル分率で６０ｍｏｌｐｐｍとな
るように供給され、重合圧力４．５ＭＰａ、重合温度７０℃に保ち、２０ｋｇ／時間の生
産速度で連続的に重合を実施した。得られたホモポリプロピレンは、重合槽を出てフラッ
シュドラムにて未反応モノマーが除去されたのち、スチームによる触媒不活性化、乾燥工
程を経て、サンプルとして採取した。重合時、系内の水素濃度が未反応プロピレンモノマ
ーに対し１８０００ｍｏｌｐｐｍになるように水素を導入し、ＭＦＲが２０００ｇ／１０
分の結晶性プロピレン単独重合体（Ａ－５）を得た。この時の沸騰ｐ－キシレン可溶分は
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２質量％であった。
【００６１】
（Ａ－６）：サンアロマー（株）製、結晶性プロピレンランダム共重合体、ＰＷ８２２Ｎ
、ＭＦＲ（２３０℃）＝２０ｇ／１０分、エチレン含有量＝３．１質量％。
【００６２】
［エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）］
エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）として、以下のものを用いた。
（Ｂ－１）：デュポンダウエラストマー社製エチレン・１－オクテンランダム共重合体、
ＥＮＧＡＧＥ８４０７、ＭＦＲ（２３０℃）＝６０ｇ／１０分。
（Ｂ－２）：デュポンダウエラストマー社製エチレン・１－オクテンランダム共重合体、
ＥＮＧＡＧＥ８１３０、ＭＦＲ（２３０℃）＝３０ｇ／１０分。
【００６３】
［エチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）］
エチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）として、以下のものを用いた。
（Ｃ－１）：デュポンダウエラストマー社製エチレン・１－ブテンランダム共重合体、Ｅ
Ｇ７４６７、ＭＦＲ（２３０℃）＝２．０ｇ／１０分。
（Ｃ－２）：ＪＳＲ社製エチレン・１－ブテンランダム共重合体、ＥＢＭ３０２１Ｐ、Ｍ
ＦＲ（２３０℃）＝２．５ｇ／１０分。
また、比較用としてエチレン・プロピレンランダム共重合体（ＥＰＲ）を用いた。
（Ｃ’－３）：サンアロマー（株）製エチレン・プロピレンランダム共重合体、ＳＴ１５
０Ｔ、ＭＦＲ（２３０℃）＝２．５ｇ／１０分。
【００６４】
［発泡剤（Ｄ）］
永和化成社製の発泡剤ＥＥ２０５を使用した。
【００６５】
［実施例１］
表２に示す処方の樹脂成分を押出機で溶融、混練して樹脂成分のペレットを得た。得られ
たペレットについて物性を評価した。結果を表４に示す。
（物性評価）
〔１〕物性測定用試験片作製：
射出成形機（Ｆａｎｕｃ　α１００Ｃ、（株）ファナック製）を用い、試験片金型により
測定用試験片を作製した。成形条件を下記に示す。
＜成形条件＞　シリンダー温度；２００℃、金型温度；４０℃、射出圧力；９０ＭＰａ、
冷却時間；２０秒。
〔２〕メルトフローレート：
ＪＩＳ　Ｋ６９２１－２に準拠。
＜試料＞　ペレット
＜試験条件＞　温度；２３０℃、荷重値；２．１６ｋｇ。
【００６６】
〔３〕曲げ弾性率：
ＪＩＳ　Ｋ７２０３に準拠。
＜試験片＞　１２．７（幅）×４．０（厚み）×１２７ｍｍ（長さ）
＜試験条件＞　温度；２３℃、スパン間；６０ｍｍ、曲げ速度；２．０ｍｍ／分。
〔４〕アイゾッド衝撃試験：
機械切削にてノッチ加工した試験片を用いて、ＪＩＳ　Ｋ７１１０に準拠して測定を行っ
た。試験は、２３℃の雰囲気下で行った。
＜試験片＞　１２．７（幅）×４．０（厚み）×６４ｍｍ（長さ）
【００６７】
（樹脂発泡体の評価）
〔１〕スワールマーク評価：
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まず、中央１点ダイレクトゲートを有する金型のキャビティ内にガス供給管から窒素ガス
を封入し、ガス圧力を４ｋｇ／ｃｍ 3  に保った。金型温度は４０℃に調整した。このガス
により加圧されたキャビティ内に、上述のペレットと、該ペレット１００質量部に対して
５質量部の発泡剤（Ｄ）とからなる所定量の発泡性樹脂組成物を、射出成形機（Ｆａｎｕ
ｃ　α１００Ｃ（株）ファナック製、シリンダー温度２００℃）を用いて２秒間射出した
。射出完了後、キャビティ内の窒素ガスを排出し、移動型を所定の位置まで２秒で後退す
る速度で後退させることにより、発泡性樹脂組成物の膨張速度よりも、キャビティの容積
を速く拡大させて発泡性樹脂組成物をさらに発泡させた。移動型が所定位置まで後退した
ら、移動型を停止させ、発泡した樹脂を３０秒間冷却した。冷却後、移動型をさらに後退
させて樹脂発泡体（最終製品）を取り出し、図４に示すような平板（２００ｍｍ×２００
ｍｍ×４ｍｍ）のテストピースを得た。
【００６８】
樹脂発泡体の表面のスワールマークを目視で観察し下記の５段階で評価した。結果を表４
に示す。
５：スワールマークの発生無し、或いは極めて目立ちにくい。
４：スワールマークが目立ちにくい。
３：スワールマークがやや目立つ。
２：スワールマークが目立つ。
１：スワールマークが非常に目立つ。
【００６９】
〔２〕セル構造評価：
スワールマークを評価したテストピースを用いて、樹脂発泡体の断面を実体顕微鏡で観察
し、セルの平均径を求めた。また、セルが連続しているか、独立しているかも観察した。
結果を表４に示す。
【００７０】
〔３〕ディンプル評価：
スワールマークを評価したテストピースを用いて、表面の凹凸を観察した。樹脂発泡体の
表面のディンプルを目視で観察し下記の５段階で評価した。結果を表４に示す。
５：ディンプルの発生無し、或いは極めて目立ちにくい。
４：ディンプルが目立ちにくい。
３：ディンプルがやや目立つ。
２：ディンプルが目立つ。
１：ディンプルが非常に目立つ。
【００７１】
〔４〕発泡倍率評価：
スワールマーク評価で得られたテストピース、および未発泡品の密度から、発泡倍率を下
式を用いて計算した。結果を表４に示す。
発泡倍率＝（未発泡品のテストピースの密度）／（発泡剤を添加して射出成形したテスト
ピースの密度）
【００７２】
［実施例２～７］
樹脂成分の処方を表２に示すように変更した以外は、実施例１と同様にしてペレットおよ
び樹脂発泡体を得て、これらの評価を行った。結果を表４に示す。
【００７３】
［比較例１］
まず、中央１点ダイレクトゲートを有する金型のキャビティ内にガス供給管から窒素ガス
を封入し、ガス圧力を４ｋｇ／ｃｍ 3  に保った。金型温度は４０℃に調整した。このガス
により加圧されたキャビティ内に、実施例１で使用した所定量の発泡性樹脂組成物を、射
出成形機（Ｆａｎｕｃ　α１００Ｃ（株）ファナック製、シリンダー温度２００℃）を用
いて２秒間射出した。射出完了後、キャビティ内の窒素ガスを排出し、発泡した樹脂を３
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０秒間冷却した。冷却後、移動型をさらに後退させて樹脂発泡体（最終製品）を取り出し
、図４に示すような平板（２００ｍｍ×２００ｍｍ×４ｍｍ）のテストピースを得た。こ
の樹脂発泡体の評価を実施例１と同様に行った。結果を表４に示す。
【００７４】
［比較例２］
中央１点ダイレクトゲートを有する金型（４０℃）のキャビティ内に、実施例１で使用し
た所定量の発泡性樹脂組成物を、射出成形機（Ｆａｎｕｃ　α１００Ｃ（株）ファナック
製、シリンダー温度２００℃）を用いて２秒間射出した。射出完了後、移動型を所定の位
置まで２秒で後退する速度で後退させてキャビティの容積を拡大させ、発泡性樹脂組成物
をさらに発泡させた。移動型が所定位置まで後退したら、移動型を停止させ、発泡した樹
脂を３０秒間冷却した。冷却後、移動型をさらに後退させて樹脂発泡体（最終製品）を取
り出し、図４に示すような平板（２００ｍｍ×２００ｍｍ×４ｍｍ）のテストピースを得
た。この樹脂発泡体の評価を実施例１と同様に行った。結果を表４に示す。
【００７５】
［比較例３～５］
樹脂成分の処方を表３に示すように変更した以外は、実施例１と同様にしてペレットおよ
び樹脂発泡体を得て、これらの評価を行った。結果を表４に示す。
【００７６】
【表２】
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【００７７】
【表３】
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【００７８】
【表４】
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【００７９】
［結果のまとめ］
表４における実施例と比較例の結果からわかるように、本発明によれば、スワールマーク
レベルが良好で、セルサイズが小さく連続し、ディンプルがなく、かつ発泡倍率が高い樹
脂発泡体を得ることが可能である。
一方、コアバックを行わないと、発泡倍率が向上しなかった（比較例１）。また、ガスカ
ウンターを使用しないと、スワールマークが悪く、セルサイズが粗く、連続する傾向にあ
った（比較例２）。また、エチレン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）が少ないと、
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発泡倍率が上がらず、セルが粗く連続する傾向にあった（比較例３）。また、エチレン・
１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）が多すぎると、剛性が低下するという不具合があり
、かつコストが上がってしまうという欠点があった（比較例４）。また、エチレン・１－
オクテンランダム共重合体（Ｂ）あるいはエチレン・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）
が所定量入ってないと、耐衝撃性が低下し、発泡状態も悪化した（比較例５、６）。
【００８０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の樹脂発泡体の製造方法は、結晶性プロピレン・エチレン共
重合体を少なくとも含むポリプロピレン成分（Ａ）７７質量％以上９５質量％以下、エチ
レン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）５質量％以上１３質量％以下およびエチレン
・１－ブテンランダム共重合体（Ｃ）０質量％以上１０質量％以下を含む樹脂成分と、該
樹脂成分１００質量部に対して０．１質量部以上５質量部以下の発泡剤（Ｄ）とを含有す
る発泡性樹脂組成物を、ガスにより加圧されたキャビティ内に射出する射出工程と、射出
工程後、キャビティの容積を拡大させて発泡性樹脂組成物を発泡させる発泡工程とを有す
る方法であるので、表面外観が良好であり、発泡セルが均一で微細であり、転写性がよく
、かつ高発泡倍率である樹脂発泡体を得ることができる。
【００８１】
また、本発明の樹脂発泡体の製造方法において、前記ポリプロピレン成分（Ａ）、エチレ
ン・１－オクテンランダム共重合体（Ｂ）およびエチレン・１－ブテンランダム共重合体
（Ｃ）を含む樹脂成分のメルトフローレートが、５ｇ／１０分以上１００ｇ／１０分未満
であれば、高速射出成形に好適であり、発泡体の剛性と耐衝撃性とのバランスを調整しや
すく、また発泡セルが独立気泡形状をとりやすく、かつセル形状が均一にそろいやすい。
また、前記発泡剤（Ｄ）が、炭酸塩または炭酸水素塩１０質量％以上７０質量％以下と有
機カルボン酸３０質量％以上９０質量％以下とからなるものであれば、優れた発泡性を付
与し、セル構造の安定化ができる。
【００８２】
また、発泡性樹脂組成物をキャビティ内に射出する前のキャビティ内のガス圧力が、３ｋ
ｇ／ｃｍ 2  以上１０ｋｇ／ｃｍ 2  以下の範囲であれば、表面外観が良好で、均一で微細な
発泡セルを有する樹脂発泡体を容易に得ることができる。
また、発泡工程において、発泡性樹脂組成物の膨張速度よりも、キャビティの容積を速く
拡大させれば、樹脂発泡体の発泡倍率を高くすることが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の樹脂発泡体の製造方法において用いられる金型の一例を示す断面図で
ある。
【図２】　本発明の樹脂発泡体の製造方法における射出工程時の金型の断面を示す図であ
る。
【図３】　本発明の樹脂発泡体の製造方法における発泡工程時の金型の断面を示す図であ
る。
【図４】　樹脂発泡体の評価に用いられるテストピースを示す図である。
【図５】　従来の樹脂発泡体の製造方法における一次射出工程時の金型の断面を示す図で
ある。
【図６】　従来の樹脂発泡体の製造方法における二次射出工程時の金型の断面を示す図で
ある。
【図７】　従来の樹脂発泡体の製造方法における発泡工程時の金型の断面を示す図である
。
【符号の説明】
１３　キャビティ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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