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混合型 WPCの熱流動性
-木粉率，粒径，温度，並びに圧力の影響ー

宇高英二

混合型貯Cの熱流動性に関する基礎的知見を得るために，木粉率や粒径，温度，圧力などの条件と，

WPCの、流動性の関係について検討し，以下の知見を得た.①¥vPCの流動性は，木粉率の増加とともに

低下し，木粉率 70%以上で急激に低下した.②木粉率 70%の¥vPCにおいて，木粉の粒径が 250μm

以下では，粒径が小さくなるほど流動性が低下し， 180~250μm と 250~500μm の粒径の流動性は
ほぼ同じであった.③¥vPCの流動性は，温度や圧力が高いほど向上した.

1 緒言

混合型WPCは，任意の割合で木粉とプラスチックを

加熱混練し，押出成形や射出成型などで形状を付与す

る材料である.成形時にはその流動性が重要で，木粉

の占める割合(以下，木粉率)，成形時の温度や圧力

などに影響を受けると考えられる.

これまで，当センターに整備されているコニカル2

軸の押出機 (TITAN45，CINC印 刷TIMILACRON製)を使

い，木粉や竹粉の混合型WPCの押出成形を行ってきた.

プラスチックは主にポリプロピレン(以下 PPで示す)

を使い，木粉率は 50~90%の範囲で，木粉や竹粉の粒

径は 8mmメッ、ンュパスの未分級品や 300μm以下に分

級したものと，様々な材料で、成形を行った.中には，

木粉率 50%の昨Cが金型先端部の冷却を始めた途端

に流れが止まり，スクリューの途中にあるベント穴か

ら噴出するトラブルや，木粉率 70%では成形品の両端

部が割れたり(図1) ，流動するはずの材料が金型入

口の部分で詰まるなどのトラブノレを経験した.また，

WPCの形状を安定して押し出すために，使用する材料

に合わせてスクリューの回転数やシリンダーの温度，

材料の供給量などを経験則的に調整した

図1 押出時に生じた WPCの割れ

これらのトラブルの原因や，経験則的な押出機の条

件調整には，昨Cの熱流動性が基本原理として深く係

わっていると考えられる. WPCの熱流動性を把握する

ことは，金型の設計や生産性の向上，押出成形時に起

こる各種トラブルの対策などを講じるうえで，非常に

有益な情報になると考えられる.

そこで本報告では， ¥VPCの熱流動性に関する最も基

本的な内容である 「木粉率が変わると流動性がどのよ

うに変化するのかJ，r木粉の粒径は流動性に影響する

のかJ，r温度や圧力が変わると流動性はどう変わるの

か」などの項目について，基礎的知見を得るために実

験を行った.

2 実験方法

昨Cの材料には，スギ木粉と PP(PP240X，同ロンピ

ック製)を用いた.気乾のスギ板目材 (60mm(T) X 

10mm (R) X 1000mm (L) )を粉砕機 (SRO-360，附ホーラ

イ製)でφ4-5mmのスクリ ーンを通過する大きさまで

一次粉砕した後，カッティングミル (P-19，FRITSCH 

製)での 0.25mmのスクリーンを通過する大きさまで二

次粉砕し，タップ式ふるい振とう機と目聞き 75μm，

180μm， 250μm， 500μmのふるいを使い分級した.分

級した木粉は，ニーダー '(TDO.3-3， ¥槻 トーシン製)

を{吏い， PPの酎!点(l50
0C)より高し、 170

0CでPPと1

時間混練して ¥VPCとしたなお，木粉と PPの混合率

は全乾重量で計算し，マレイン酸変性 PPなどの相溶

化剤は使用していない.作製した WPCをふるい目 2mm

のカッティングミルで、粉砕して，流動試験に供した.

流動試験は，高化式フローテスター (CFT-500D，¥欄
島津製作所製)で行い，フローレー ト(以下，流れ値)， 

見かけの粘度(以下，粘度)を求めた.なお，使用し

たダイ穴直径は 2mm，長さは 10mmである.

3 結果と考察

3. 1 木粉率と流動性

流動試験は，試験温度 160
0C，試験圧力 20MPaで行

った.この条件は，木粉と PPで昨Cを作製する際の

押出機の設定温度と，押出成形中の樹脂圧力を参考に

した.また，木粉の粒径は 75~ 180μm である.

木粉率と流れ値の関係を図2に，木粉率と粘度の関

係を図3に示す.流れ値は，昨Cの木粉率が高くなる

ほど値が低下し，昨Cの流動性が木粉率の増加ととも

に低下することを示した.また，粘度は木粉率が高く

なるほど増加し，木粉率 70%で急激に値が上昇し，

80%ではさらに急激な上昇を示した.

図2と図3の結果から， WPCは木粉率の増加ととも

に流動性が低下し，木粉率 60%以降から何らかの理由
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図2 木粉率と流れ値の関係
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図3 木粉率と粘度の関係

で流動性が急激に低下すると考えられる.WPCの流動

は，非ニュートン流体の挙動であることが知られてお

り，その挙動の原因として，①プラスチックの分子レ

ベルの絡み合いと呼ばれる高分子鎖聞での相互作用

に基づくもの，②木粉とプラスチック聞の相互作用に

基づくもの，③木粉粒子聞の相互作用に基づくものが
挙げられる 1)，2) 木粉率0%(ppのみ)では，①の

作用のみであるが，木粉率が増えるに従い②の作用が

増加して流動性が低下すると考えられる.木粉率60%
を超えると，木粉全体の表面積が増加して ppで覆い

切れない部分が出始めるか，木粉粒子聞を ppが満た

していても，流動で木粉同士が位置を変える際にその

粒子聞が非常に狭くなり，③の作用が生じ始めるので

はないかと思われる.

このように，流動性が急激に低下した木粉率である

こと，高充填 WPCと位置付けられていること刊当ら，

木粉率 70%に着目し，以後の流動試験を木粉率 70%
のWPCで、行った.

3. 2 木粉粒径と流動性

同じ木粉率70%のWPCでも，木粉の粒径を変えれば

木粉全体の表面積が変化して，流動性に影響するので

はないかと考え， 4種類の粒径の木粉 (75μm通過，

75""180μm， 180""250μm ， 250""500μm)とppを前

記の方法で混練して木粉率 70%のWPCを作製し，試験

温度 1600C，試験圧力 20MPaで、流動試験を行った.

粒径と流れ値の関係を図4に示す.流れ値は，粒径

250μm以下では粒径が小さくなるほど値が低下した.

また， 180""250μmと250""500μmの粒径では値がほ

ぼ同じで、あった.また，図5に示すように，粒径と粘

度の関係は，粒径 250μm以下では粒径が小さくなる

ほど値が増加し， 180""250μmと250""500μmの値が

ほぼ同じで、あった.

木粉の粒径 250μm以下で，粒径が小さくなるほど

流動性が低下したのは，粒径が小さくなるほど木粉全

体の表面積が増え，前述の②または③の相互作用が増

加したためではないかと思われる.また， 180""250μ 
mと250""500μmの粒径で流動性がほとんど変わらな

かったのは，表面積が減って②または③の相互作用は

減少したが，木粉の寸法が大きくなったことで，流動

時の配向による抵抗が増大したためではなし、かと思

われる
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図4 木粉粒径と流れ値の関係
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図5 木粉粒径と粘度の関係

3. 3 温度，圧力と流動性

粒径 75""180μmの木粉で作製した木粉率 70%の
WPCを使い，試験温度と圧力を変えた流動試験の結果

を図6と図7に示す.流れ値は，試験温度や圧力が高

いほど値が上昇し，高い圧力ほど温度を上げた時の値

が大きくなった.粘度の値は逆に，試験温度や圧力が

高いほど低下した.WPCの流動はPPの流動性に強く影

響を受けるため，温度や圧力が上がると流動性が向上

する PPの特性が，木粉率70%じおいても結果として
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図6 温度，圧力と粘度の関係
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図7 温度，圧力と粘度の関係

表れたと思われる.

25 

これらの結果から，WPCの流動性を向上させるには，

温度と圧力を高くすることが有効で、あり，最も影響を

及ぼす因子は PPの流動性の向上ではないかと思われ

る.

4 結言

混合型WPCの熱流動性を調べるために，木粉率や粒

径，温度，圧力などの条件を変えて WPCの流動試験を

行い，以下の知見を得た.①WPCの流動性は，木粉率

の増加とともに低下し，木粉率 70%以上で急激に低

下した.②木粉率 70%のWPCの場合，木粉の粒径が

250μm以下では，粒径が小さくなるほど流動性が低

下し， 180"-'250μmと250"-'500μmの粒径の流動性

はほぼ同じであった.③WPCの流動性は，温度や圧

力が高いほど向上した.

しかしながら，これらの結果は見かけの値であり，

既往の研究川)にもあるように，木粉粒子の寸法形状

や PPとの相溶性などの様々な因子の影響を受ける可

能性もある.また， PPとガラス粒の混合物における流

動性では，重量で 30%(体積で 10.5%) までの領域

において，ガラス粒の含有率が同じであれば，粒径が

大きくなるほど粘度比が大きくなり，流動性が低下す

る報告があり 4)，今回の木粉率 70%における木粉粒径

の結果と異なる.木粉率 60%から 70%にかけて急激

に流動性が低下する領域には，高充填WPCならではの

流動のメカニズムがあり，より詳細な実験と検討が必

要と考えられる.
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