
まえがき＝同方向回転かみ合い二軸押出機は樹脂のコン
パウンディングなどに広く用いられている。押出機の内
部において，溶融した樹脂が混練される部分は溶融混練
部と呼ばれている。当社の押出機ではこの部分に
VCMT（Various Clearance Mixing Technology）セグメン
ト 1）（以下，VCMTという）あるいはKD（Kneading Disc）
セグメント（以下，KDという）を用いている。一般に，
混練には分散混合（Dispersive Mixing）と分配混合
（Distributive Mixing）とがあるとされており，前者はフ
ィラの凝集塊などをつぶす混合を，後者は材料を均一化
する混合を表すとされている 2）。VCMTは当社独自のセ
グメントであり，二条のロータ形状を基本として，複数
のチップクリアランスを有することに特徴がある。これ
によって分散混合と分配混合の両立を意図している。
KDは複数のディスクを組合せた形状のセグメントであ
り，ディスクの厚さ，枚数，あるいはその間の組合せ角
度などを形状の変数として，一般的に広く使われてい
る。
　これまで二軸押出機の溶融混練部におけるKD周りの
溶融樹脂の三次元流動解析と，主に粒子追跡法によりそ
の混練特性に関する研究が行われている 3）～9）。混練特性
の評価には多数の追跡粒子のセグメント部での滞留時
間，ひずみ速度および応力の履歴から求めたそれらの最
大値，時間積分値などの確率分布が用いられている。
　筆者らは，粒子追跡法による混練評価について，評価
指標の無次元化の方法，および混練の均一度と混練性能
の評価方法を提案した。これらの方法を用いて VCMT
の混練特性をKDのそれと比較し，VCMTは KDと比べ
て混練の均一性と分散混合に優れることを示した 10）。
この結果は，三条ロータセグメントとKDの混練特性の
比較において，前者は分散混合特性に優れるとの報告 11）

とも整合していると考えられる ｡このことから，一般的

にロータ系のセグメントはKDに比べて分散混合に優れ
ていると考えられる ｡
　本報告では，VCMTおよびKDについて，文献を参考
に選んだ評価指標による分散および分配混合の比較の結
果を示す。また評価指標の確率分布から，それぞれにつ
いて代表的な粒子を一つずつ抽出し，これらの軌跡と評
価指標の履歴を比較して，セグメントの混練機構の差を
考察する。

1．計算方法および計算条件

1．1　基礎式と物性値

　溶融樹脂は押出機のセグメントとバレルの間に完全に
充満しており，等温度であると仮定した。このとき，流
動解析の基礎式は以下に示すような連続の式および運動
量の式である。

ここで�i は速度，�i は座標，ρは密度，�は時間，σi　j は
応力テンソルである。溶融樹脂は非圧縮性の一般化ニュ
ートン流体として扱った。このとき材料の構成則は次の
ように表せる。
　σi　j ＝－�δi　j ＋σ'i　j ＝－�δi　j ＋ηγi　j, �
ここに�は圧力，δi　j はクロネッカのデルタ，σ'i　j は偏差
応力テンソル，ηはせん断粘性，γ i　j, �はひずみ速度テン
ソルである。
　樹脂にはポリプロピレンを想定した。溶融密度ρは
735kg/m3とした。溶融粘性ηのせん断速度依存性性は
Carreau モデル
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により表した。モデル定数は Ishikawa et al.12）を参考に，
503K に相当する値，
　η0＝14527, λ＝1.18, �＝0.38
に定めた。
1．2　解析条件

　バレル直径�は 40 mmとし，セグメント形状は
Funatsu et al.5）を参考に定めた。KDは厚さ 10 mmの 5
枚のディスクからなり，それらの組合せ角度は送り方向
に 45°である。VCMTは KDと同一の長さと最大外径を
もつとし，ねじれ角度は約90度とした。セグメント長さ
�は 50.4 mmである。セグメント構成は，樹脂の輸送と
混練の最小構成を考え，送りスクリュ，評価セグメント
（VCMTまたはKD），戻しスクリュの構成とした。樹脂
の質量流量�は 350kg/h，回転数�は 500rpmとした。
　解析には有限要素法による汎用流動解析ソフト
POLYFLOWのバージョン 3.11 を用いた。このソフトは
MST（Mesh Superimpose Technique）と呼ばれる手法に
より，別に作成されたバレルとセグメントのメッシュを
重ねて解析することができる 13）。図 1に解析対象の
VCMTと KDのセグメント形状，セグメント構成および
メッシュ図を示す。座標の原点は評価セグメント上流端
の二軸間の中央にとり，軸間，鉛直および押出方向をそ
れぞれ�，�および�方向とした。バレルのメッシュ数は
約 61,000 である。境界条件は，上流側境界で一様速度，
下流側境界で一様圧力とした。バレルおよびセグメント
の表面はすべりなし条件とした。回転の位相刻みは 6°
とした。計算時間は，Intel社のクロック周波数3 GHzの
Xeon CPU を搭載した計算機を用いて，いずれも約 190
時間であった。
1．3　粒子追跡法

　粒子追跡による混練評価では，時間�＝0で評価セグメ
ントの上流端の断面内に 1,000 個の粒子の初期位置をラ
ンダムに決め，解析により求めた速度場に伴う移動を追
跡して，各粒子の座標と，その位置のひずみ速度γi　j, �お

よび応力σ'i　j の履歴を記録して，混練の評価指標を求め
た。ただし，追跡の途中でセグメントあるいはバレル表
面へ付着した粒子は評価から除き，それぞれ 900 個前後
の粒子により評価を行った。
　粒子追跡法による分散および分配混合の評価には既存
研究 3）～9）において種々の方法が用いられている。しか
しながら，数値計算による混練評価の結果とそれに対応
する実験結果との比較により，有効性が確認された評価
方法はこれまで公表されていない。そこで本報告では，
文献調査の結果から，筆者らが評価に適していると考え
た指標を用いて評価することにした。分散混合の指標に
は，応力の履歴の最大値に着目した文献 4）, 6）, 9）を参考
に，セグメント部での第 1主応力の最大値σ'1, max を，分
配混合の指標には，カオス混合理論に基づいた仮想的な
線の伸び 14）の対数ln（�/�0）を用いた。ここに�は線長さ，
�0 はその初期長さである。
　セグメント部の滞留時間�p と主応力の最大値σ'1,maxは
先の報告 10）と同様の方法により無次元化して示す。滞
留時間�p を無次元化するセグメント部の平均滞留時間�
は，セグメント長さ�とこの部分の平均流速�から� ＝ 
�/Uと求めた。この時間�を用いると回転数�に相当す
る周期は 0.324�であった。また主応力σ'1の無次元化に
は，セグメント断面形状と回転数�から計算した断面平
均の見かけせん断速度に対応するせん断応力Σを用い
た。この応力Σを用いるとKDのチップ先端とバレルの
隙間における見かけのせん断応力σtipは 3.5Σに相当し
た。

2．計算結果および考察

2．1　粒子の分散状況と滞留時間

　はじめに粒子の分散の様子を確認する。図2に追跡開
始から 1回転後（�＝0.324�）の粒子の分布を示す。この
時点で VCMTではほとんど粒子がセグメントの中央付
近までにとどまっているのに対して，KDでは一部の粒
子がセグメント下流端に差掛っている。KDではディス
クの間に前方への樹脂の流れが生じ，比較的短い時間で
前方に送られる樹脂があるためである。図3にセグメン
ト内の粒子滞留時間�pの確率分布を示す。図中のシンボ
ルは隣接するシンボルとの中央より内側となる確率を表
しており，これらを直線により結んで示した。後の図 4
および図 5においても同様である。図 2の粒子の分散状
況と対応してKDは時間�よりも短い0.5�付近の滞留時
間の確率が高いの対して，VCMTは滞留時間�付近の確
率が高い。粒子の滞留時間の 0.5�から 1.5�の間の確率
を比較すると，VCMTの方が31％高かった。このことか
ら VCMTの方が滞留時間の均一性が高いといえる。
2．2　分散および分配混合特性

　まず分散混合の評価指標である第 1主応力の最大値
σ'1, maxの確率分布を図4に示す。二つの確率分布を比較
すると，VCMTの方が確率の最大位置が高く，平均的に
も最大応力が高い。このことから VCMTの方が分散混
合に優れると考えられる。また，この応力がチップ先端
とバレルの隙間の見かけせん断応力σtip以上となる粒子
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図 1  セグメント形状とメッシュ
������  Segment shapes and mesh arrangements
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の確率は，KDおよびVCMTでそれぞれ28％および40％
であり，いずれの形状についても 50％以下であった。粒
子がバレルとチップ先端の隙間を通過すると最大応力は
この応力σtip以上となると考えられることから，大半の
粒子はこれ以外のところで最大応力を受けていると推察
される。この点については後に代表的な粒子の軌跡と履
歴を用いて考察する。
　つぎに分配混合の評価指標である対数伸び ln（�/�0）の
確率分布を図 5に示す。二つの確率分布を比較すると，
KDは比較的低い領域に急峻なピークが一つあるのに対
して，VCMTは KDよりも分布がなだらかであり，高い

領域にピークをもっている。これらのことから VCMT
は KDよりも分配混合にも優れると考えられる。VCMT
の分配混合の機構については次節で代表粒子の軌跡と対
数伸びの履歴により考察する。
2．3　代表粒子の軌跡と履歴

　VCMTと KDについて代表的な粒子を抽出し，その軌
跡と評価指標の履歴を比較して混練機構の差を考察す
る。代表粒子には，先の滞留時間，分散および分配の評
価指標の確率分布（図 3～図 5）において，これらの評
価指標がすべて最も高い範囲に属している粒子を，それ
ぞれについて一個ずつ選び Particle（V）および（K）と
した。これらの粒子の滞留時間��，第 1主応力の最大値
σ'1, max および対数伸び ln（�/�0）を表 1に示す。
　これらの粒子の主応力最大値σ'1, maxおよび対数伸び ln
（�/�0）の履歴を図 6に，軌跡を図 7に示す。図 6では横
軸に押出方向座標�/�をとり，図 7の軌跡との対応が分
かりやすいようにした。また軌跡および履歴において特
徴的な点として，第 1主応力σ'1が最大となる点（a）お
よび伸び速度が最大となる点（b）をこれらの図中に示し
た。図 6によると，いずれの粒子も�/�＝ 0.6 付近に，
点（a）および（b）がある。表 1からも分かるように，
この点（a）での主応力σ'1は KDよりも VCMTの方が
大きかった。また図 6の点（b）前後の対数伸びの勾配
から推察されるように，伸び速度の最大値はVCMTの方
が大きかった。
　つぎに図 7によれば，いずれの軌跡もスクリュの回転
と対応して，バレル表面に沿う形状でら旋状を描いてい
る。滞留時間の長さと対応して，Particle（K）は全周の
半分程度を，Particle（V）ではほぼ全部となっている。こ
の軌跡上で第 1主応力σ'1が最大となる点（a）は，いず
れのセグメントについても二軸のスクリュのかみ合い領
域にあった。この点での応力の大きさは先のようにKD
よりも VCMTの方が大きいので VCMTは分散混合に優
れると考えられる。また，このことと先の最大主応力の
確率分布（図 4）から推測すると，いずれのセグメント
についても大半の粒子が最大応力を受けるのはかみ合い
領域であると推測される。
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図 2  1 回転後の粒子の分散状況（�＝ 0.324�）
������  Particle distributions after one rotation (�＝ 0.324�)
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図 3  粒子の滞留時間の確率分布
������  Probability distributions of particle residence time
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図 4  第 1 主応力の最大値の確率分布
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図 5  対数伸びの確率分布
������  Probability distributions of logarithm of stretching of particles
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　つぎに，伸び速度が最大の点（b）は，KDではかみ合
い領域で点（a）に近い位置にあった。これに対して
VCMTではこの領域ではなく，片側のバレルに添う軌跡
上にあった。点（b）の時間および位置と VCMTの回転
位相との関係を確認すると，点（b）は VCMTの広いク
リアランスが通過した直後であった。このことから
VCMTではその広いクリアランスとバレルの隙間に形
成される樹脂流れにより分配混合が促進されていること
がわかった。

むすび＝本報告では二軸押出機に用いられる VCMTと
KDの混練特性を，その回りの樹脂流動解析と粒子追跡
法を用いて比較した。粒子の確率分布を比較すると
VCMTはKDに比べて混練の均一性が高く，分散および
分配混合特性に優れることが示された。従来からロータ
系のセグメントは分散混合に優れると考えられてきた
が，本研究ではVCMTは分配混合にも優れることが示さ
れた ｡
　さらに二つのセグメントについて代表的な粒子を一つ
ずつ選び，それらの軌跡と指標の履歴を調べて，混練機
構を考察した。その結果，これらの粒子が最大応力を受
けるのはいずれのセグメントでも二軸のかみ合い領域で
あり，このときの主応力は VCMTの方が高いため，分散
混合に優れることがわかった。またVCMTでは，バレル
表面に添う領域において，その広いクリアランスとバレ
ルの隙間を通過する樹脂流れが形成され，これにより分
配混合が促進されることが明らかとなった。
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表 1  代表粒子の評価指標
���������Evaluation indices of characteristic particles

図 6  代表粒子の評価指標の履歴
������  Histories of evaluation indices of characteristic particles
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図 7  代表粒子の軌跡（上：上側から，下：入口側から）
������  Trajectories of characteristic particles (upper: from top, 

lower; from inlet)
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