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【要約】 

本研究では、樹脂MEX 方式 3Dプリンターによる造形物(MEX造形物)へシラン架橋処理を施すことで層間強度

の向上を試みた。溶融押出成形にて作製したシラン架橋性樹脂フィラメントを用い、3D プリンターでダンベル試験片

を造形したのち、試験片へシラノール縮合触媒を含浸させた上で、温度 85℃/湿度 85%RH にて 16 時間架橋処理を

施した。架橋前と架橋後のダンベル試験片の引張特性を評価したところ、架橋処理を施すことにより Z 軸方向の破断

伸びが増大することが確認されたことから、造形物のシラン架橋による層間強度向上の可能性が示唆された。本技術

を用いることで、MEX造形物では層間強度の観点から適用が困難とされてきた様々な用途への活用が期待される。 
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【Abstract】 

In this study, improvement of layer adhesion was attempted by applying silane cross-linking treatment to the 

specimens fabricated by polymer MEX type 3D printer. The silane cross-linkable resin filament was prepared by melt 

extrusion, and further 3D printing of the dumbbell specimens were conducted. The dumbbell specimens were then 

immersed to silanol condensation catalyst prior to conduct the cross-linking treatment of 85°C/85%RH for 16 hours. It 

was confirmed that the elongation at break was increased in Z-axis after the cross-linking treatment, suggesting the 

possibility to improve layer adhesion of 3D printed parts. Use for various application of 3D printed parts is expected by 

the improvement of layer adhesion by using this technology. 
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1. 背景 

熱可塑性樹脂を用いた MEX(material extrusion)方

式 3D プリンティングでは、金型を用いる必要がないこと

から、射出成型等と比較して短いリードタイムで樹脂成

形体を製造できる点で優れた成形方法である。しかしな

がら、強度が求められるような最終製品への活用は未だ

限定的である。その一因としては、層間強度に劣る点が

挙げられる。これは、溶融積層造形の原理上、層間が

十分に融着されないためであり、MEX 造形物の用途拡

大に際して、解決すべき重要な課題の一つである。 

本研究では、層間に化学的な架橋構造を形成する

ことで、層間強度を向上できないか検討した。 

 

2. シラン架橋性樹脂 

2-1. 樹脂種の選定 

三菱ケミカル(株)製のシラン架橋性ポリオレフィン樹

脂であるリンクロン™を用いた。リンクロン™はポリマー

中の活性シラン基が水と反応することで架橋する。その

際、線状高分子であったポリオレフィンが網目状高分子

となることで熱的特性、化学的特性、機械的特性などが

向上する(1)。 

リンクロン™には低密度ポリエチレン系、高密度ポリ

エチレン系、ポリプロピレン系、エチレン酢ビ共重合系

など様々なグレードが存在するが、本実験では 3D プリ

ンティングに最も適すると思われるポリプロピレン系グレ

ードを選定した。 

 

2-2. フィラメント方式 3Dプリンティングへの適用 

一般的にシラン架橋性樹脂は、シラノール縮合触媒

を添加して溶融成形される。これは、速やかに架橋反応

を促進する為である。しかしながら、フィラメント方式の

3D プリンティングへ用いる場合では、溶融成形により樹

脂フィラメントを作製し、さらに 3Dプリンティングにより造

形物を得るまでは、樹脂成形性の観点から架橋反応が

起こらないことが好ましい。 

以上のことから、本実験では架橋反応が進行するタ

イミングを制御するため、溶融成形時にシラノール縮合

触媒を添加せずにフィラメントを作製し、3D プリンティン

グによる造形物を得たのち、造形物へシラノール縮合

触媒を含浸させることで、好ましいタイミングで架橋反応

を進行させることを試みた。 

 

3. 3Dプリンター用フィラメントの作製 

3-1. フィラメントの溶融成形 

単軸押出機を用いた溶融押出成形により Φ1.75 mm

のフィラメントを作製した。フィラメントへのシラノール縮
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合触媒の添加の影響を確認するため、触媒添加有り、

無しの 2種類のフィラメントを作製した。 

 

3-2. シラノール縮合触媒の影響 

作製した 2 種類のフィラメントを、温度 23℃/湿度

50%RHの環境へ 24時間以上放置したのち、3Dプリン

ターノズルからの吐出の様子を観察した。吐出時の様

子を図 1に示す。シラノール縮合触媒を添加していない

フィラメントでは、ノズルから溶融したフィラメントが安定

して吐出される様子が確認された(図 1a)。一方で、シラ

ノール縮合触媒を添加したフィラメントでは、ノズルから

吐出された樹脂がゲル化による不安定な挙動を示した

(図 1b)。これは、いずれのフィラメントでも、ポリマー中の

活性シラン基が吸湿により取り込んだ水分と反応し架橋

するが、シラノール縮合触媒の有無により架橋反応の進

行度合いが異なるため、吐出挙動に差異が生じたと推

察される。シラノール縮合触媒を添加したフィラメントで

は、吸湿による架橋反応が触媒により著しく促進された

ため、ゲル化による不安定な吐出挙動を示したと考えら

れる。 

以上のことから、溶融押出成形の時点でシラノール

縮合触媒をシラン架橋性樹脂フィラメントへ添加するこ

とは、本目的において意図しないタイミングで架橋反応

が進行してしまう観点から好ましくないことが分かった。 

 

 
図 1. 触媒添加の有無によるフィラメント吐出挙動の違い 

 

4. 3Dプリンティングによる試験片の作製 

4-1. 3Dプリンティング 

作製したシラノール縮合触媒を添加していないフィ

ラメントを用いて、後の試験に用いる試験片の造形を行

った。3D プリンターは武藤工業(株)製 MF-2200D を用

いた。造形テーブル温度 60℃、ノズル温度 230℃、造

形速度 7~20 mm/s、内部充填率 100％にて造形物の X

軸方向が長手方向となるダンベル試験片と Z 軸方向

（積層方向）が長手方向となるダンベル試験片との 2 種

類を作製した。造形した試験片を図 2に示す。 

 

  
図 2. 3Dプリンターにより造形したダンベル試験片 (左：Z軸

方向、右：X軸方向) 

4-2. シラン架橋による造形物の後処理 

造形した試験片をシラノール縮合触媒のキシレン溶

液へ完全に浸したのち、取り出して 24 時間自然乾燥を

行うことでシラノール縮合触媒を含浸させた。 

その後、試験片を温度 85℃/湿度 85%RHの環境へ

16時間放置することで、架橋処理を施した。 

 

4-3. 造形物の架橋度合いの確認 

架橋処理を施した造形物の架橋度合いを確認する

ため、ゲル分率の測定を行ったところ 75％であった。架

橋処理前の造形物におけるゲル分率は 0%であることか

ら、造形物への架橋処理により十分に架橋反応が進行

したといえる。 

 

5. 3DP造形物の引張特性評価 

架橋処理による引張特性への影響を評価するため

に、架橋処理を施す前(未架橋)と施した後(架橋)の試

験片を用いて、試験速度 50 mm/minで引張試験を行っ

た。応力-ひずみ曲線を得たのち、降伏強度及び破断

伸びを算出した。応力-ひずみ曲線と、算出した降伏強

度及び破断伸びを図 3~5に示す。 

X 軸方向においては、架橋処理により降伏強度が

10.0 MPaから 11.3 MPaへとわずかに増大した。一方で、

破断伸びは 696%から 170%へと大幅に減少した。これ

は、材料中の高分子鎖に架橋構造が形成されることで

分子鎖の動きや分子鎖間のすべりが阻害されたことに

よるものと考えられる。 

Z 軸方向においては、架橋処理前後で、降伏強度

はそれぞれ 4.1 MPa、4.0 MPa とほとんど変わらなかった

が、破断伸びが 107%から 206%へと増大した。これは、

架橋処理前には層間の融着性が低く、局所的に存在し

た欠陥を起点として破壊が起こるが、架橋処理により層

間に存在していた欠陥がある程度補強されたことで、材

料破壊の進展が抑制されたためだと考えられる。その

結果、架橋処理によりＺ軸方向の降伏強度は変化しな

かったものの、破断点における応力は 4.3 MPa から 6.3 

MPa へと増大し、結果として Z 軸方向の強度が向上し

たことが確認された。 

以上の結果から、MEX 造形物の架橋処理により Z

軸方向の引張特性が向上することが確認できた。しかし

ながら、X 軸方向の引張特性と比較すると依然として劣

るため、MEX造形物の強度異方性を解消するほどの効

果は得られなかった。 
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図 3. 応力-ひずみ曲線 

 

 
 

図 4. 降伏強度 

 
図 5. 破断伸び 

 

6. まとめ 

三菱ケミカル(株)製のシラン架橋性ポリオレフィン樹

脂リンクロン™のポリプロピレン系グレードをフィラメント

化し、3D プリンターにて造形した MEX 造形物に架橋

処理を施すことで、Z 軸方向の破断伸びと破断点にお

ける応力が増大した。これは、MEX 造形物の層間にお

ける熱融着性が低いために存在した欠陥が、架橋反応

により補強されたことで、材料破壊の進展が抑制された

ためであると考えられる。本結果より、シラン架橋を用い

て MEX 造形物の層間強度を向上できる可能性を見い

だすことができた。 

今後の展開として、本技術による MEX 造形物の層

間強度向上に加えて、シラン架橋性樹脂の耐熱性、耐

薬品性なども活かした用途探索を行い、MEX造形物の

更なる用途展開に貢献したい。 

一方、本技術による層間強度の向上が可能なのは、

シラン変性が可能な樹脂種に限られ、活用できる最終

製品の用途や場面も限定される。そのため、MEX 造形

物の最終製品の更なる用途拡大のためには、本手法以

外のアプローチによる層間強度向上の検討も必要であ

り、求められる用途・場面においての各手法の使い分け

が要求されると考えられる。 
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