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図 1　PC/ABS 成形品の黒ずみ
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射出成形品における PC/ABS 樹脂の成形不良に関する一考察

   Black streaks which are generated on the surface of an injection molded article of PC/ABS resin are well known. As 
a result of analysis, in addition to the conventional black streaks caused by the resin burning, we confirmed the black 
streaks caused by the clumping of the resin particles. In this study, we considered the generating mechanism and the 
suppressing method of the black streaks.

Synopsis

PC/ABS 樹脂の射出成形品において、成形品表面に黒い模様（以下、黒ずみ）が現れる不良が知られている。本不良を
詳細に調査・分析したところ、従来から黒ずみの要因として知られる樹脂焼けのほか、粒子の凝集を起因とした黒ずみが見
られた。本報告では、粒子の凝集による黒ずみの発生メカニズムと抑制方法を考察した。

要　　　旨

1.　緒　　言

OA 機器や家電製品等に使用されるPC/ABS 樹脂におい
て、射出成形品表面が黒ずむ成形不良が発生することがあ
る。図 1 は、黒ずみが発生する条件、しない条件、それぞ
れで平板を成形したときの外観である。一般的な黒ずみは、
スクリュ回転数が高すぎたことによるせん断発熱等で、樹脂
が酸化および炭化することが原因として知られている（1）。し
かし、本不良ではせん断発熱を抑制する低せん断の成形条
件においても黒ずみができる場合があることが判明した。本
報告では、この低せん断条件で生じる黒ずみ原因と対策に
ついて紹介する。



表 1　実験計画法の因子および水準

図 2　シリンダのヒータ配置図

図 3　黒ずみ濃度の要因効果図

図 4　スクリュ付着樹脂（流動垂直方向切断図）

図 5　マイクロスコープ像
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2.　黒ずみの調査

2.1　黒ずみ発生傾向の調査
黒ずみ現 象を把握する試 験を射出成形 機を用いて

行った。試験に用いた射出成形機は JSW 社製 J180AD-
300H、スクリュは直径 46mm のフルフライトスクリュ、使
用樹脂は S 社製 PC/ABS とした。図 2 はシリンダのヒー
タ配置を表したものである。黒ずみの発生条件の傾向を
把握するため、表 1 に示す H1 温度、H2 温度、回転数、
背圧の 4 因子 3 水準の L9 直交表を基に、計 9 条件各 30
ショット成形して成形品の黒ずみ濃度を官能評価により数
値化した。図 3 に黒ずみ濃度の要因効果図を示す。黒ず
み濃度にはシリンダ H1 温度とスクリュ回転数が大きく影
響しており、低せん断条件である高温度・低回転数で黒ず
みが促進され、高せん断条件である低温度・高回転数で
黒ずみが抑制される条件傾向であることから、一般的な
黒ずみ要因として知られる、せん断発熱による樹脂焼け（2）

では説明できないものであった。

2.2　黒ずみの発生箇所の調査
前項の試験において、金型とノズルとを離した状態で

パージした樹脂に黒ずみが確認された。そのため、黒ず
みは金型内の成形工程ではなく、可塑化工程で発生し
ていることが推測されたことから、スクリュの引抜を行
い、シリンダ内の樹脂を調査した。スクリュは前項と同様
46mm のフルフライトを用い、最も濃い黒ずみが発生する
条件である高温度・低回転数の成形条件で 30 ショット成

形したあと、シリンダ内の樹脂をパージせずにスクリュを
引き抜き、スクリュに付着した樹脂の観察を行った。図 4
に、1フライト間の付着樹脂を流動垂直方向に切断して断
面観察した結果を示す。シリンダ接触面側の樹脂は白く、
スクリュ溝底側の樹脂が黒ずんでいることが判明した。断
面をマイクロスコープで拡大観察したところ、白色部は直
径数μm の微小粒子が密集しているのに対し、黒ずみ部
では 50μm を超える粗大粒子が偏在する一方で、粒子が
存在しないマトリクスの領域が確認された（図5）。また、
この黒ずみはスクリュ根元側から見られ、スクリュ先端側
に向かうにつれ、色合いが濃くなっている様子が観察され
た。したがって、黒ずみは可塑化工程の初期から発生し、
粗大粒子が影響していると判明した。

2.3　粗大粒子とマトリクスの成分同定
黒ずみ部で観察された粗大粒子とマトリクスを成分同

定するため、フーリエ変換赤外分光分析装置（FT-IR）
の顕微透過法で測定した。測定試料は、ミクロトームで
厚み 5μmの切片に調製したものを用いた。図 6 から、
粒子とマトリクスが完全に分離していないためピークが混
在しているが、粗大粒子からは ABS 由来、マトリクスから
は PC 由来のピーク強度が高く検出された。いずれも、ABS
または PC の劣化で見られる 3300cm-1 付近の OHの幅広い
ピークや、1700cm-1 の C=Oピーク、1600cm-1 の C=Cピーク
は観察されなかった。この結果から、粗大粒子は PC/ABS
中のABS 粒子が凝集・粗大化したものと推定される。



図 6　FT-IR 測定結果

図 8　凝集による黒ずみ現象の考察

図 9　レオメータ装置

図 7　成形品の黒ずみ断面観察
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2.4　成形品の黒ずみ分析
シリンダ内の黒ずみ部で、粗大粒子とマトリクス領域の

増加が確認されたことから、成形品の黒ずみも同様と考え
られる。そこで、2.2 項でスクリュを引抜く前に成形した
成形品の黒ずみを調査した。成形品の黒ずみ箇所を切り
出してミクロトームで断面切削した後、マイクロスコープで
断面観察したところ、黒ずみはスキン層やコア層で部分的
に発生している様子が見られた。拡大観察すると、正常部

（白色部）では数μm の粒子が密集していたのに対し、黒
ずみでは粒子の粗大化とマトリクス領域の増加が見られた

（図 7）。

2.5　凝集による黒ずみメカニズムの考察
試 験で使用した PC/ABS 樹脂は、PC の海に微 小

な ABS 粒子が均一分散した海島構造と呼ばれる相構
造を有している。成形品の正常部（白色部）は、ABS 粒
子が均一分散しているため、粒子が光を均一に反射す
る。黒ずみ部は、ABS 粒子が凝集して粗大化すること
で、マトリクスの領域が増加した状態であり、マトリク
スは光を反射せずに透過する。この結果、成形品に分
散形態の異なる領域が混在することで、光を反射しない
マトリクスの領域が相対的に黒ずんで見えてしまうと考え
られる（図 8）。

3.　ABS 凝集の発生要因と対策の考察

凝集を起因とした黒ずみの防止には、粒子の凝集抑制
もしくは凝集粒子の再分散が有効と考えられたため、そ
の有効性の評価をレオメータで実施した（図 9）。レオメー
タは本来、材料の粘度を測定する装置で、炉で温度を管
理し、測定試料を上下のプレートで挟んで回転や振動を
加えることによりせん断を加えることができる。

3.1　凝集抑制
図 3 の黒ずみ濃度の要因効果図より、凝集にはせん断

が大きく影響していると考えられ、黒ずみ濃度の傾向か
ら、低せん断で凝集促進、高せん断で凝集抑制であると
推察した。レオメータ試験の結果、高せん断（せん断応
力：3.2kPa）で試験後の粒径は 6μm 程度で、試験前の
粒径（3μm 以下）とほぼ変化はなかった。一方、低せん断

（同：0.4kPa）では粒径が 100μm 程度に粗大化し、マト
リクス領域の増加が見られた。図 10 は、高せん断と低せ
ん断、それぞれで試験後の試料外観である。この結果か
ら、高せん断によって粒子の凝集を抑制できることが確認
された。



図 10　レオメータ試験後の試料外観

図 11　凝集抑制と再分散の評価
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3.2　再分散
低せん断（同：0.4kPa）で試験後の試料に、高せん断を

加えることによる粒径の変化を確認した。その結果、高せ
ん断（同：65kPa）を 1sec 加えた条件で、100μm の粗大
粒子が 15μm 以下になり、一様に分散されていることが
確認された。そのため、凝集粒子に高せん断を瞬間的に
加えることで、再分散させることが可能であることが判明
した（図 11）。

4.　結　　言

・PC/ABS 樹脂の射出成形品に発生する黒ずみには、高せん
断で生じるせん断発熱等を起因とした樹脂の酸化や炭化に
よる黒ずみの他に、低せん断で粒子が凝集することに起因
する黒ずみがあることがわかった。

・PC/ABS 樹脂の射出成形品で発生した黒ずみは、微小粒子
が均一に分散した層と、凝集により粗大化した粒子が偏在
する層の分布によって、周囲との色の見え方に差異が生じた
ことが原因であることが判明した。

・せん断によって粒径や分散状態が変化し、一度凝集した粒
子に瞬間的に高せん断を付加することで、再分散が可能で
あることが判明した。
上記で得られた結果から、凝集による黒ずみの改善に

は、可塑化工程や射出工程で粒子を均一分散させることが
必要といえる。今後は、ABS 粒子の凝集抑制や再分散を

達成するスクリュ、シリンダ構造、例えば可塑化工程の初
期からせん断のばらつきを抑制し、均一に粒子を分散さ
せることのできる可塑化装置等の検討を進めていく所存で
ある。
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