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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の金型間に形成されるキャビティ内の圧力を、大気圧を越えるまで昇圧する工程と
、
　発泡剤を含有させた溶融状熱可塑性樹脂を前記昇圧されたキャビティ内に供給開始し、
前記溶融状熱可塑性樹脂の供給開始時にまたは供給中に前記キャビティ内の圧力の減圧を
開始し、前記キャビティ内の圧力を、大気圧を下回るまで減圧した後に前記溶融状熱可塑
性樹脂の前記キャビティ内への供給を完了する工程と、
　前記減圧された状態において一方の前記金型を移動して前記キャビティの容積を拡大す
る工程と、
　を備える熱可塑性樹脂発泡成形体の製造方法。
【請求項２】
　前記熱可塑性樹脂がオレフィン系樹脂である請求項１に記載の熱可塑性樹脂発泡成形体
の製造方法。
【請求項３】
　前記オレフィン系樹脂がプロピレン系樹脂である請求項２に記載の熱可塑性樹脂発泡成
形体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は熱可塑性樹脂発泡成形体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軽量性かつ剛性を求められる自動車部品や家電部品には、熱可塑性樹脂発泡成形体が用
いられている。熱可塑性樹脂発泡成形体の製造方法としては、金型間のキャビティに発泡
剤を含む溶融状熱可塑性樹脂を供給し、金型間のギャップを拡大してキャビティ容積を増
大し、樹脂を発泡させる方法がある。
【０００３】
　例えば特許文献１では、雄金型及び雌金型の少なくともいずれか一方の型面に吸引口を
有する真空引き用通路が設けられた金型が嵌合して形成せられたキャビティ内に、加熱発
泡性熱可塑性樹脂を溶融状態で充填し、型面にそって成形体の表面層がほぼ形成せられた
直後に、この表面層を真空引きしながらキャビティ容積を増大することにより、発泡性熱
可塑性樹脂を発泡させる方法である。
【０００４】
　また、熱可塑性樹脂発泡成形体を製造する他の方法としては、特許文献２に開示されて
いる方法も挙げられる。すなわち、金型間にゴム製のシール部材を配置してキャビティを
ガスシール状態とし、その後、シール部材を圧縮しながら可動金型を固定金型の側へさら
に移動させることにより、ガスシール状態を維持しながらキャビティの容積を小さくし、
これにより、大気圧を超える圧までキャビティ内を昇圧し、昇圧したキャビティ内に熱可
塑性樹脂を射出し、その後、キャビティ内のガス圧を開放し、キャビティ容積を増大して
発泡を行わせる射出発泡成形方法である。
【０００５】
【特許文献１】特開平７－９４６１号公報
【特許文献２】特開２００６－１５９８９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら前者の製造方法で得られる発泡体には、ゲート近傍にシルバーストリーク
と呼ばれる外観不良が発生することがあり、後者の製造方法では、シルバーストリークの
発生は抑えられるが、型に倣った所望の形状の成形品が得られないという問題があった。
【０００７】
　本発明は、シルバーストリークと呼ばれる外観不良が改良され、かつ型に倣った所望の
形状の成形品が得られる熱可塑性樹脂発泡成形体の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る熱可塑性樹脂発泡成形体の製造方法は、（１）一対の金型間に形成される
キャビティ内の圧力を、大気圧を越えるまで昇圧する工程と、（２）発泡剤を含有させた
溶融状熱可塑性樹脂を昇圧されたキャビティ内に供給開始し、溶融状熱可塑性樹脂の供給
開始時にまたは供給中にキャビティ内の圧力の減圧を開始し、キャビティ内の圧力を、大
気圧を下回るまで減圧した後に溶融状熱可塑性樹脂のキャビティ内への供給を完了する工
程と、（３）減圧された状態において一方の金型を移動して前記キャビティの容積を拡大
する工程と、を備える。
【０００９】
　本発明によれば、昇圧されたキャビティ内に対して溶融状熱可塑性樹脂の供給を開始す
ることで、樹脂注入ゲート近傍における成形体のシルバーストリークを低減することがで
きる。また、樹脂供給完了前にキャビティ内を大気圧以下に減圧することで、型に倣った
所望の形状の成形品が得られる。そして、この減圧状態において、キャビティの容積を拡
大することで、外観がきれいな発泡成形体が得られることとなる。
【００１０】
　ここで、熱可塑性樹脂としては、オレフィン系樹脂が好適であり、特にプロピレン系樹
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脂が好適である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の熱可塑性樹脂発泡成形体の製造方法によれば、シルバーストリークと呼ばれる
外観不良が改良され、かつ型に倣った所望の形状の成形品が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明について説明する。尚、以下の説明は本発明の一例であって、本発明はこ
れに限定されるものではない。
【００１３】
　本実施形態に係る成形装置１００は、図１に示すように、雄金型２０、雌金型３０、射
出機６０、加圧ポンプ７、真空ポンプ６等を主として有する。雄金型２０および雌金型３
０は、通常そのいずれか一方がプレス装置４０等に接続されて移動可能とされ、他方は固
定され、全体として縦方向または横方向に開閉可能となっている。なお、図１では、一例
として雄金型２０がプレス装置４０に接続され、両金型２０、３０は横方向に開閉可能と
なっている。かかる雄金型２０、雌金型３０は、雄金型外周面２０ａおよび雌金型内周面
３０ａを摺動させながら互いに嵌合して、互いに対向するキャビティ形成面２０ｂ、３０
ｂによりキャビティＶ（図２参照）を形成することができ、さらには、この状態から金型
の開閉方向に相対的に移動することでキャビティＶの容積を縮小または拡大できる構造と
なっている。
【００１４】
　雌金型３０にはキャビティＶに連通するガス出入路２４が設けられている。かかるガス
出入路２４には、自由にその開閉が制御できるような開閉弁が設けられていてもよく、ま
た、必要に応じて吸引力を調整するための制御機構が設けられていてもよい。このガス出
入路２４は、ラインＬ１、バルブ１０、及びラインＬ２を介して加圧ポンプ７に接続され
ている。また、バルブ１０には、ラインＬ３を介して真空チャンバ８及び真空ポンプ６が
接続されている。バルブ１０は、手動もしくは自動により、ラインＬ１とラインＬ２との
連通と、ラインＬ１とラインＬ３との連通とを切り替えるものである。
【００１５】
　雄金型２０の雄金型外周面２０ａには、例えば深さ１ｍｍ程度のガスランナー２３がキ
ャビティ形成面２０ｂを取り囲むように設けてあり、さらに、雄金型２０の雄金型外周面
２０ａには、例えば、深さ２０μｍ、幅５ｍｍのガス抜き用の溝２２が、周方向に例えば
５０ｍｍ間隔で、それぞれキャビティＶとガスランナー２３とを連通するように形成され
ている。また雌金型内周面３０ａのさらに外側の対向面３０ｃには、Ｏリング５０が配置
され、このＯリング５０が、雄金型外周面２０ａのさらに外側の対向面２０ｃと接触する
ことによりキャビティＶがシールされ、キャビティＶへのガスの流入及びキャビティＶか
らのガスの流出が防止されるようになっている。
【００１６】
　また、雌金型３０には、キャビティ形成面３０ｂと金型の外部とを連通する樹脂供給路
３８が形成されており、この樹脂供給路３８には射出機６０が接続されている。なお、樹
脂供給路３８は、雌金型３０及び雄金型２０のいずれに形成されていても良く、両方に形
成されていても良く、その設置場所や数は、成形体の形状や大きさによって適宜決定され
る。この樹脂供給路３８の外側出口及びその近傍には任意に制御可能な開閉弁６２を設け
、射出機６０のシリンダ内に貯えられた溶融状熱可塑性樹脂の供給、停止が任意に制御で
きるようにしておくことが好ましい。
【００１７】
　本発明の方法を実施方法について、図１～図３を参照して説明する。まず、雌金型３０
と雄金型２０とを嵌合させて図２のようにキャビティＶを形成し、加圧ポンプ７を稼動さ
せてキャビティＶ内の圧力を大気圧を超える圧まで昇圧する（図３参照）。溶融状熱可塑
性樹脂を供給する前に、キャビティＶ内の圧力を大気圧以上にしておかないと、特に、樹
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脂供給路３８の樹脂注入ゲート３９近傍におけるシルバーストリークを抑制できず、良好
な外観を有する成形物を得ることができない。昇圧する圧力については、大気圧以上であ
れば特に制限されないが、安全性を鑑みて０．２～２ＭＰａ程度であることが好ましい。
【００１８】
　続いて、発泡剤を含有させた溶融状熱可塑性樹脂Ｒを、射出機６０から昇圧されたキャ
ビティＶ内へ樹脂供給路３８を介して供給する。
【００１９】
　キャビティＶ内への発泡剤を含有させた溶融状熱可塑性樹脂の供給は、より安定的に良
好な発泡成形体を得るために、両金型を閉じた状態での射出充填による方法が必要である
。更には、発泡前に成形されるべき成形体厚みより小さいキャビティ間隔となるように両
金型をあらかじめ十分に閉じた状態で溶融状熱可塑性樹脂の供給を開始することが好まし
い。
【００２０】
　溶融状熱可塑性樹脂がキャビティＶ内へ供給開始されると同時に（図３の実線Ａ参照）
、または供給中に（図３の点線Ｂ参照）、キャビティＶ内の圧力の減圧を開始し、溶融状
熱可塑性樹脂の供給が完了するまでにキャビティＶ内の圧力を大気圧以下にまで減圧する
。キャビティＶ内の圧力の減圧を開始するタイミングは、より良好な外観を得るために、
キャビティＶ内へ溶融状熱可塑性樹脂の供給を開始してから速やかに減圧開始するのが好
ましく、キャビティＶ内へ供給開始されると同時に減圧を開始することがより好ましい。
また減圧速度についても、より良好な外観を得るために速やかに行うことが好ましい。
【００２１】
　また、溶融状熱可塑性樹脂のキャビティＶ内への供給を完了する前にキャビティ内の圧
力を大気圧を下回る圧まで減圧しておく必要がある。キャビティ内への供給を完了する前
にキャビティ内を大気圧を下回る圧まで減圧しておかないと、型に倣った形状の成形品を
得ることができない。減圧状態下の圧力については大気圧未満であれば良く、特に制限さ
れないが、０．０４ＭＰａ以下であることが好ましい。
【００２２】
　減圧方法としては、具体的には、例えば、真空ポンプ６を稼動させて、あるいは、予め
真空ポンプ６により十分に減圧にされた真空チャンバ８とキャビティＶとを連通させるこ
とにより、キャビティＶ内の減圧を行うことができる。
【００２３】
　溶融状熱可塑性樹脂が供給されたキャビティＶは、キャビティ形成面２０ｂ，３０ｂに
接する溶融状熱可塑性樹脂の表面を固化させてスキン層を形成させる。一般に金型温度は
用いる熱可塑性樹脂により適宜決定されるが、通常２０～８０℃程度、好ましくは３０～
６０℃程度である。
【００２４】
　所定のスキン層が形成された後、雄金型２０をプレス装置によりキャビティＶのギャッ
プが広がるように移動させ、キャビティＶを成形体の厚み方向に拡大すると（図４参照）
、供給された溶融状熱可塑性樹脂中に閉じ込められていた気泡核が膨張しながら発泡層を
形成し、樹脂成形体ＦＲは全体として金型の開き方向、すなわち厚み方向に厚みを増す。
【００２５】
　キャビティ間隔が発泡後の最終成形体厚みになった時点でキャビティ容積の拡大動作を
停止し、キャビティ間隔をこの厚みに保持しつつ、成形体を冷却する。このとき、キャビ
ティ間隔を一旦最終成形体厚みより大きくなるようにキャビティ容積を拡大した後、熱可
塑性樹脂の発泡層の一部がまだ溶融状態にある間に最終成形体厚みになるまでキャビティ
容積を縮小してもよい。この場合には、発泡成形体表面とキャビティ形成面２０ｂ，３０
ｂとの密着性をよりよくすることができ、金型形状をより忠実に再現するとともに、冷却
効率を上げることもできる。またキャビティＶ内の減圧の停止は、稼動させていた真空ポ
ンプ等を手動または自動で停止させる必要があるが、停止するタイミングは、型に倣った
形状の成形品を得るために冷却中は減圧を継続して行い、冷却完了後に停止させることが
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望ましい。
【００２６】
　冷却が完了した後、金型を開放し、最終成形体である熱可塑性樹脂発泡成形体を金型よ
り取り出せば、シルバーストリークと呼ばれる外観不良が改良され、かつ型に倣った所望
の形状の成形品が得られる。
【００２７】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されずさまざまな変形態様が可能である。例えば
、金型の形状は成形体形状等に応じて種々のものを利用することができる。
【００２８】
　また、本発明の製造方法は、ガスアシスト成形、メルトコア成形、インサート成形、２
色成形等の如何なる方法と組み合わされて実施されてもよい。
【００２９】
　また、本発明により得られる熱可塑性樹脂発泡成形体の形状は、特に限定されない。
【００３０】
　また、本発明で得られる熱可塑性樹脂発泡成形体の発泡倍率も特に限定されるものでは
ないが、通常１．４倍以上であり、好ましくは１．５倍以上である。発泡倍率の上限は特
に限定されないが、通常１０倍以下である。発泡倍率は、後述する発泡剤の添加量や、キ
ャビティ容積の拡大量により制御することができる。
【００３１】
　使用する熱可塑性樹脂の種類は特に限定されるものではなく、例えば、オレフィン系樹
脂、スチレン系樹脂、アクリル系樹脂、アミド系樹脂、熱可塑性エステル系樹脂、ポリカ
ーボネート、熱可塑性エラストマーなどを用いることができ、これらのうち２種類以上を
用いてもよい。これら熱可塑性樹脂の中で、オレフィン系樹脂またはオレフィン系樹脂と
熱可塑性エラストマーの混合物が好ましく使用される。
【００３２】
　オレフィン系樹脂とはオレフィン由来の繰返し単位を５０重量％以上含有する樹脂であ
り、例えば、エチレン、プロピレン、ブテン－１、ペンテン－１、ヘキセン－１、３－メ
チルブテン－１、４－メチルペンテン－１などの炭素原子数が２０以下のα－オレフィン
の単独重合体、これらのα－オレフィンの中から選ばれる少なくとも２種類のモノマーを
共重合してなる共重合体、前記α－オレフィンと共重合可能な他の不飽和単量体と前記α
－オレフィンとの共重合体などが挙げられる。
【００３３】
　α－オレフィンと共重合可能な不飽和単量体としては、例えば、アクリル酸、メタクリ
ル酸等の不飽和カルボン酸；メチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシルアクリレ
ート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート等の不飽和カルボン酸
のアルキルエステル誘導体；フマル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸等の不
飽和ジカルボン酸または酸無水物；アクリルアミド、Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリル
アミド、グリシジル（メタ）アクリレート、アクリロニトリル、メタアクリロニトリル、
マレイン酸のモノまたはジエチルエステル、Ｎ－フェニルマレイミド、Ｎ，Ｎ’－メタフ
ェニレンビスマレイミド等の不飽和カルボン酸または不飽和ジカルボン酸の誘導体等が挙
げられる。
【００３４】
　本発明では、オレフィン系樹脂としてプロピレン系樹脂を用いることが好ましい。プロ
ピレン系樹脂としては、例えば、プロピレンの単独重合体、エチレン及び炭素原子数４～
１２のα－オレフィンからなる群から選ばれる少なくとも１種とプロピレンとの共重合体
が挙げられる。これら単独重合体または共重合体は、単独でも、２種以上を組合せて用い
てもよい。ここで、炭素原子数４～１２のα－オレフィンとしては、例えば、１－ブテン
、４－メチル－１－ペンテン、１－ヘキセン、１－オクテンなどを挙げることができる。
【００３５】
　エチレン及び炭素原子数４～１２のα－オレフィンからなる群から選ばれる少なくとも
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１種とプロピレンとの共重合体を用いる場合は、プロピレン由来の繰返し単位を、該共重
合体１００重量％に対して少なくとも５０重量％含む共重合体を用いる。また、該共重合
体がプロピレン単位以外に２種以上の単量体由来の繰返し単位を有する場合には、そのプ
ロピレン単位以外の単量体由来の繰返し単位の合計量は３５重量％以下であることが好ま
しい。共重合体中のエチレンや炭素原子数４～１２のα－オレフィン由来の繰返し単位の
量によって、該共重合体の柔軟性や耐衝撃性を制御することができる。プロピレン系樹脂
が共重合体である場合、該共重合体は、ランダム共重合体でもよく、ブロック共重合体で
もよい。
【００３６】
　また本発明では、オレフィン系樹脂として、例えば上記プロピレン系樹脂とエチレン・
α－オレフィン共重合体との共重合体との混合物を用いることも好ましい。
【００３７】
　エチレン・α－オレフィン共重合体とは、エチレンと炭素原子数４～１２のα－オレフ
ィンとの共重合体であり、例えば、エチレンとブテン－１、ヘキセン－１、オクテン－１
、デセン－１等との共重合体が挙げられる。好ましいエチレン・α－オレフィン共重合体
としては、例えば、エチレン・ブテン－１共重合体ゴム（ＥＢＲ）、エチレン・ヘキセン
共重合体ゴム（ＥＨＲ）、エチレン・オクテン共重合体ゴム（ＥＯＲ）が挙げられる。
【００３８】
　前記エチレン・α－オレフィン共重合体におけるエチレン由来の繰返し単位の含量は、
通常、５０～９０重量％であり、６０～９０重量％であることが好ましい。エチレン・α
－オレフィン共重合体中のエチレン由来の繰返し単位含量は、13Ｃ－ＮＭＲ法に基づき測
定することができる。
【００３９】
　エチレンとα－オレフィンの共重合体の密度は通常、０．８５～０．８９ｇ／ｃｍ3で
あり、０．８６～０．８８ｇ／ｃｍ3であることが好ましい。なお、前記密度は、ＪＩＳ
－Ｋ７１１２に基づき測定される値である。
【００４０】
　さらに、本発明で用いる熱可塑性樹脂として、上記オレフィン系樹脂にビニル芳香族化
合物含有エラストマーを添加したものを用いても良い。
【００４１】
　ビニル芳香族化合物含有エラストマーとしては、例えば、スチレン－エチレン－ブテン
－スチレン系ゴム（ＳＥＢＳ）、スチレン－エチレン－プロピレン－スチレン系ゴム（Ｓ
ＥＰＳ）、スチレン－ブタジエン系ゴム（ＳＢＲ）、スチレン－ブタジエン－スチレン系
ゴム（ＳＢＳ）、スチレン－イソプレン－スチレン系ゴム（ＳＩＳ）等のブロック共重合
体又はこれらのゴム成分を水添したブロック共重合体等が挙げられる。
【００４２】
　また、エチレン－プロピレン－非共役ジエン系ゴム（ＥＰＤＭ）等のオレフィン系共重
合体ゴムとスチレン等のビニル芳香族化合物を反応させて得られるゴムも好適に使用する
ことができる。また、少なくとも２種類以上のビニル芳香族化合物含有エラストマーを併
用されていてもよい。
【００４３】
　ビニル芳香族化合物含有エラストマーとは、ビニル芳香族化合物をモノマーの一種とし
て用いて、重合して得られたエラストマーであり、例えば、ビニル芳香族化合物重合体ブ
ロックと共役ジエン系重合体ブロックからなるブロック共重合体、前記ブロック共重合体
の共役ジエン部分の二重結合が水素添加されているブロック重合体等が挙げられ、ブロッ
ク共重合体の共役ジエン部分の二重結合が８０％以上水素添加されていることが好ましい
。また、ビニル芳香族化合物含有エラストマー１００重量％とした場合に、ビニル芳香族
化合物モノマー由来の繰返し単位の含有量が１０～２０重量％であることが好ましい。
【００４４】
　使用するビニル芳香族化合物含有エラストマーは、ＪＩＳ－Ｋ６７５８に基づき２３０
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℃で測定されるＭＦＲが１～５０ｇ／１０分であることが好ましい。
【００４５】
　本発明で用いる熱可塑性樹脂には、タルク、マイカ、クレー、炭酸カルシウム、水酸化
アルミニウム、水酸化マグネシウム、ウォラストナイト、硫酸バリウム、ガラス繊維、カ
ーボン繊維、シリカ、ケイ酸カルシウム、チタン酸カリウム等の無機充填材やアルミフレ
ーク等の光輝材等を０．０５～３０重量％の範囲で配合されていてもよい。（ただし、熱
可塑性樹脂の全量を１００重量％とする。）
【００４６】
　また、酸化防止剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、分散剤、塩素補足剤、滑剤
、分解剤、金属不活性剤、難燃剤、有機顔料、無機顔料、有機充填剤、無機抗菌剤、有機
抗菌剤、結晶核剤などを熱可塑性樹脂に配合して用いてもよい。
【００４７】
　本発明で使用される発泡剤は、特に限定されるものではなく、公知の化学発泡剤や物理
発泡剤を使用することができる。
【００４８】
　化学発泡剤は、使用する熱可塑性樹脂の溶融温度以下では分解せず、熱可塑性樹脂の溶
融温度以上で分解または反応するものであれば特に限定されず、無機化合物であっても、
有機化合物であってもよく、２種以上を併用してもよい。
【００４９】
　化学発泡剤として使用できる無機化合物としては、炭酸水素ナトリウム等の炭酸水素塩
、炭酸アンモニウムなどが挙げられ、有機化合物としては、例えば、ポリカルボン酸、ア
ゾ化合物、スルホンヒドラジド化合物、ニトロソ化合物、ｐ－トルエンスルホニルセミカ
ルバジド、イソシアネート化合物などが挙げられる。ポリカルボン酸としては、クエン酸
、クエン酸、シュウ酸、フマル酸、フタル酸などが挙げられる。アゾ化合物としては、ア
ゾジカルボンアミドなど、スルホンヒドラジド化合物としては、ｐ－メチルウレタンベン
ゼンスルホニルヒドラジド、２，４－トルエンジスルホニルヒドラジド、４，４’－オキ
シビスベンゼンスルホニルヒドラジドなどが挙げられる。ニトロソ化合物としては、ジニ
トロソペンタメチレンテトラミンなどが挙げられる。
【００５０】
　物理発泡剤としては、窒素、二酸化炭素等の不活性ガス、ブタン、ペンタン等のフロン
系以外の揮発性有機化合物などが挙げられる。物理発泡剤は２種以上を併用してもよく、
化学発泡剤と物理発泡剤を併用してもよい。
【００５１】
　本発明で用いられる発泡剤は、不活性ガスであることが好ましい。不活性ガスは、使用
する樹脂に対し反応性を示さず、樹脂を劣化させる恐れのない、常温常圧でガス状の無機
物質であることが好ましい。不活性ガスとしては、例えば、二酸化炭素、窒素、アルゴン
、ネオン、ヘリウム、酸素等が挙げられる。これらは、単独でも、２種類以上を併用して
もよい。これらの中で、二酸化炭素、窒素、これらの混合物は安価であり安全性が高いた
め、好ましく用いられ、超臨界状態の二酸化炭素、超臨界状態の窒素、これらの混合物が
、より好ましく用いられる。
【００５２】
　発泡剤を含有させた溶融状熱可塑性樹脂を得る方法としては、熱可塑性樹脂と化学発泡
剤とを混合して溶融混練する方法や、溶融状熱可塑性樹脂に物理発泡剤を射出成形装置の
ノズルまたはシリンダ内に注入する方法が挙げられる。シリンダ内に注入する方法が、溶
融状態の熱可塑性樹脂と物理発泡剤を均一に混合、分散、溶解させ、発泡成形体を全体的
に均一な発泡状態とし、また成形サイクルを短縮する観点から好ましい。
　本発明の発泡剤の添加量としては、熱可塑性樹脂に対し、０．０５～１０重量部添加す
ることが好ましく、さらに０．１～８重量部添加することがより好ましい。
【００５３】
　本発明により得られる熱可塑性樹脂発泡成形体は、インサート成形、接着などの方法に
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より公知の表皮材を貼合して加飾発泡成形体としてもよい。表皮材としては、織布、不織
布、編布、熱可塑性樹脂や熱可塑性エラストマーからなるフィルム、シート等が例示され
る。さらに、これらの表皮材に、ポリウレタン、ゴム、熱可塑性エラストマー等の非発泡
シートを積層した複合表皮材を使用してもよい。表皮材には、さらにクッション層を設け
ることができる。かかるクッション層を構成する材料は、ポリウレタンフォーム、ＥＶＡ
フォーム、ポリプロピレンフォーム、ポリエチレンフォーム等が例示される。
【００５４】
　本発明の熱可塑性樹脂発泡成形体の製造方法によれば、シルバーストリークと呼ばれる
外観不良が改良され、かつ型に倣った所望の形状の成形品が得られる。本発明の方法によ
り得られる熱可塑性樹脂発泡成形体は、自動車用や家電用、その他の工業用製品などの用
途に好適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る成形装置の概略構成図である。
【図２】図２は、図１の成形装置においてキャビティ内に樹脂を供給した状態を示す概略
構成図である。
【図３】図３は、本発明の成形体の製造方法におけるキャビティ内の圧力の時間変化と、
種々の操作との関係を示すタイムチャートである。
【図４】図４は、図２の状態からさらにキャビティ容積を拡大した状態を示す概略構成図
である。
【符号の説明】
【００５６】
　６：真空ポンプ、７：加圧ポンプ、１０：バルブ、２０：雄金型、２２：ガス抜き溝、
２３：ガスランナー、２４：ガス出入路、３０：雌金型、３８：樹脂供給路、３９：樹脂
注入ゲート、５０：Ｏリング、１００：成形装置、Ｖ：キャビティ。
【図１】 【図２】
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