展示1

CNF（ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ）の取り

CNF（ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ）の取り組み （押出機~射出成形機まで）
組み （押出機~射出成形機まで）

CASE A
希釈
Dilution
疎水化
Hydrophobized
高濃度 マスターバッチ
High concentration
masterbatch

混練
Compounding

CASE B
混合
Mixture

ペレット製造装置
Pellet Production Unit
PPU-18S
(TEM-18SS＋PPH-18S）
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CNF（ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ）の取り
組み （押出機~射出成形機まで）

超高トルク型二軸混練押出機 “SX” シリーズ

世界最高水準のトルクを有する超高トルクモデル

トルク密度：
Torque density：
3
18.1N･m/cm

SX series has world's best standard torque

従来のSS機よりトルクが約1.38倍高いことにより
吐出量増大と低温度樹脂成形が可能に！
⇒生産性と品質の向上！

The torque is 1.38 times higher than the existing SS series.
⇒ Improvement quality of the product and roductivity

TEM-26SX

TEM-37SX

TEM-41SX

TEM-48SX

TEM-58SX

TEM-75SX
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Screw Drive Motor(kW)
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580
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Screw

-1
Speed(min )
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CNF（ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ）の取り

優れたコストパフォーマンスを誇る「TEM-SSG」のご紹介
組み （押出機~射出成形機まで）

二軸混練押出機のグローバルモデル
TEM-58SSG
お客さまの声をもとに、市場で必
要とされる性能とコストを均衡さ
せ、基本性能を向上。
・ＴＥＭ－ＳＳシリーズのスクリュ
形状を継続し、長年蓄積したノ
ウハウが利用可能。
・形状変更による高剛性バレル
と材料変更による高靱性スク
リュエレメントを採用。
・200ｋＷに駆動系を限定。

CNF（ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ）の取り
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組み （押出機~射出成形機まで）研究開発用 高性能超小型二軸混練押出機
研究開発用

高性能超小型二軸混練押出機

Twin-Screw Extruder for Research and Development

芝浦機械の豊富な経験とノウハウから、
よりコンパクトな高性能超小型に軸混練押出機を開発。
新たな技術開発に貢献します。
We developed High Performance
Micro Size Twin Screw Extruder
by our plenty of experience
and know-how and contribute
New elemental technology.

特徴/Features

High Torque

超小型サイズで世界最高水準のトルクを実現
It realize the torque of the world highest
Standard at microminiature size.

High Speed

標準仕様/Speciafication
Easy Maintenance

取扱いを容易にしたイージーメンテナンス
機構を採用しました
Designed for Easy handling and maintenance of
machinery.

高速仕様（1,500min⁻¹）をラインナップ
Line-up Which can be chosen a High Speed spec
(1,500min⁻¹)is also line-up.

Compact Design

モータ・制御盤・操作パネルは押出機本体にビルトイン
Drive motor, Control & Operation Panel is all built-in to Machine frame.
省スペース（＊2m×1m）での設置が可能、設置場所を選びません

Standard and Ultra Deep channel

ニーズに併せ、深溝・高トルク機/SS、超深溝機/DSを選定いただけます
To needs, have you choose high torque machine /SS,
ultra deep channel machine /DS.
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CNF（ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ）の取り

高い処理能力と広い曝露面積を持つTEM－DSシリーズのご紹介
組み （押出機~射出成形機まで）
深溝型 超深溝型

Deep Channel Super Deep Channel

D2

D1
d1

SS/SX
d2 DS/DSS
最新超深溝・高トルク型機

TEM-58DSS-10/1V

D2 > D1
d2 < d1
D1/d1 = 1.56
D2/d2 = 1.80

効果と特徴

・押出能⼒向上
Increase of
throughput
・消費エネルギ削減
Energy saving
・滞留時間増大
Long residence time

Features

・大フリーボリューム(≒35%UP)
Ultra deep channel
・スクリュフライト頂部山幅小
Decreased width of the flight top
・再生
Recycling
・脱水，脱揮，反応
Dewatering, Devolatillizing
・直接成形
Direct Sheeting/film

低せん断発熱と均一混練

Low shear heating and Uniform kneading

SS Series

DS Series
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CNFコンポジット採用効果
■ＬCNF（疎水化処理品）の樹脂補強効果
■ナチュラル品に対し曲げ強度が約2１％向上
PP、PP+CNF（20wt%)との曲げ強度比較

※コアバック成形とは、

金型キャビティ内に発泡剤を添加した
樹脂を充填、スキン層形成後、金型を
所定量開いて発泡させる

試験片寸法：164×10×t4.0（ダンベル、ソリッド成形品）
樹脂(ＰＰ)：AU891E2 住友化学）

樹脂
PP
PP+CNF（20wt%）

結果
曲げ強度
【MPa】
20.28
24.52
PP比21%強度UP

■CNF＋コアバック発泡成形併用による軽量化
■通常成形法とCNF添加＋発泡成形との比較
※ 相乗効果により34％の軽量化を達成
成形品
：ダンベル試験片
成形品寸法：164×10×t4.0 発泡成形後
樹脂(PP) ：AU891E2 住友化学
発泡剤
：P-440 大塚化学工業

CNF＋発泡成形
板厚(mm)
質量(g)

発泡後（発泡前）
4.0（2.0）
4.5（実測値）

通常成形法換算（CNF無添加）
ｿﾘｯﾄﾞ成形板厚(mm) 3.0（換算値）
質量(g)
6.8（換算値）

板厚2mm⇒4mmの2倍発泡

軽量化効果
34
軽量化率(%)
2.3
軽量化質量(g)

ダンベル試験片断面

注）同一強度を得るために必要なソリッド品の
断面係数より求めた成形品理論重量との
比較により効果を算出。

本効果はM社にご協力いただき、自社コンパウンドした材料を
使用した。今後、高分子分散剤などによる界面補強されたコン
パウンドの普及や、成形条件の最適化により更なる相乗効果
が期待される。

