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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）架橋度が１５～６０％の範囲内であり、２５％圧縮永久歪みが２０％以下である生
分解性樹脂からなる架橋発泡体と、（Ｂ）生分解性樹脂からなる布、生分解性樹脂からな
る合成皮革、および生分解性樹脂からなるフィルムからなる群から選ばれたいずれか一種
である表皮材と、（Ｃ）生分解性樹脂からなるフィルム、および生分解性樹脂からなる布
のいずれか一種である補強材とが積層された積層シートからなり、前記生分解性樹脂が、
ポリ乳酸、脂肪族ポリエステル、および芳香族ポリエステルからなる群から選ばれる少な
くとも一種からなることを特徴とする建材。
【請求項２】
（Ａ）架橋発泡体の発泡倍率が１０～２５倍の範囲内であることを特徴とする請求項１に
記載の建材。
【請求項３】
（Ａ）架橋発泡体のシート厚みが２～１０ｍｍの範囲内であることを特徴とする請求項１
または２に記載の建材。
【請求項４】
（Ｃ）補強材の厚さが１０～１００μｍの範囲内であることを特徴とする請求項１～３の
いずれかに記載の建材。
【請求項５】
前記建材が緩衝床材であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の建材。
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【請求項６】
前記積層シートが、（Ｂ）表皮材、（Ｃ）補強材、（Ａ）生分解性樹脂からなる架橋発泡
体、および（Ｄ）伸びが１０％以上であり、天然繊維および／または生分解性樹脂からな
る布を含有してなる離形材とがこの順に積層された積層シートからなることを特徴とする
請求項５に記載の緩衝床材。
【請求項７】
（Ｄ）離形材がフレームラミネートにより架橋発泡体表面に貼りつけられたことを特徴と
する請求項５または６のいずれかに記載の緩衝床材。
【請求項８】
前記建材が装飾用緩衝材であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の建材。
【請求項９】
前記積層シートが、前記（Ｂ）表皮材、（Ａ）架橋発泡体、（Ｃ）補強材の順に積層され
、かつ積層シートの破断点荷重が２．５～２５Ｎ／ｍｍであることを特徴とする請求項８
に記載の装飾用緩衝材。
【請求項１０】
補強材に粘着層を積層してなることを特徴とする請求項８または９のいずれかに記載の装
飾用緩衝材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、保育所や幼稚園、養護施設、体育館などの公共施設、オフィスビル、ホテル、
一般住宅、賃貸住宅、展示場、プレハブ、事務機器、パーテーション、家具、電化製品に
おける床や壁などの装飾と同時に緩衝を目的とする建材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、台所、風呂場、洗面所等の水回りの床等は、防水及び緩衝を目的として塩化ビニル
樹脂発泡体を用いたもの（例えば特許文献１参照）が多く使われている。しかし、塩化ビ
ニル樹脂は燃焼時にダイオキシンが発生することから環境上の問題があり、非ハロゲン樹
脂への置き換えが望まれている。非ハロゲン樹脂を用いたものとして、ポリオレフィン発
泡体を用いたもの（例えば特許文献２参照）が知られている。しかし、床材等の建築廃棄
物は解体時に完全に分別されることが少なく埋立または焼却処分されるが、ポリオレフィ
ン等の樹脂は土中に埋没しても半永久的に残存し、焼却処分を行う場合においても、燃焼
熱が非常に高いため大量に処分した場合は焼却炉を傷めてしまうという問題点を抱えてい
た。
【０００３】
また、一般住宅の廊下や階段、バスユニット、トイレ、養護施設や低年齢層教育施設など
公共施設、オフィスにおいて用いられる事務機器、パーテーション等として、内装用複合
壁材として、炭酸カルシュウムとポリビニルクロライド（ＰＶＣ）樹脂系発泡板などに短
繊維を塗装したものを用いたり（例えば特許文献３参照）、装飾用部材自体を表皮、発泡
体からなる緩衝材としたものを、接着剤にて貼り付けて使用されている（例えば特許文献
４参照）。この壁材も上記床材と同様に廃棄時の処理問題を抱えていた。
【０００４】
近年、環境に優しいプラスチックとして生分解性樹脂の開発が進み、市場に出回りつつあ
る。この生分解性樹脂の発泡体を用いて建材とすることが考えられる（例えば特許文献５
参照）。しかし、現在市場にある生分解性樹脂発泡体は、建材として必ずしも満足するも
のではなかった。
【０００５】
例えば、床材として使用した場合、張替え時、発泡体が材料破壊して床面に残ってしまう
ため、発泡体を掻き落とす作業が必要となり、施工コストが高くなる問題や施工時に折れ
ジワが発生する等の問題があった。
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【０００６】
また、壁材においても同様であり、剥離時に発泡体が材料破壊をすることがあり、微調整
のために壁面や床面、天井面等から再剥離することが難しく、また、張り替え時にも容易
かつ簡便に剥がすことが困難である等の作業性に劣るという問題があった。
【０００７】
よって、環境に優しく簡便に緩衝性や施工性を付与する建材の開発が求められている。
【０００８】
【特許文献１】
特開平８－２８０１４号公報（［０００２］～［０００４］段落）
【０００９】
【特許文献２】
特開２００１－１２３６４９号公報（［０００２］～［０００６］段落）
【００１０】
【特許文献３】
特公平６－７５９４０号公報（第１頁左欄第１４行目～第２頁左欄第３６行目）
【００１１】
【特許文献４】
特開２００２－４４５８号公報（［０００２］～［０００５］段落）
【００１２】
【特許文献５】
特開平１１－２７９３１１号公報（［０００７］～［０００８］段落）
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、従来の発泡体の問題点である廃棄時の環境負荷を解消し、緩衝性、施工性に優
れた建材を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため、本発明は以下の構成をとる。すなわち、本発明は、
（１）（Ａ）架橋度が１５～６０％の範囲内であり、２５％圧縮永久歪みが２０％以下で
ある生分解性樹脂からなる架橋発泡体と、（Ｂ）生分解性樹脂からなる布、生分解性樹脂
からなる合成皮革、および生分解性樹脂からなるフィルムからなる群から選ばれたいずれ
か一種である表皮材と、（Ｃ）生分解性樹脂からなるフィルム、および生分解性樹脂から
なる布のいずれか一種である補強材とが積層された積層シートからなり、前記生分解性樹
脂が、ポリ乳酸、脂肪族ポリエステル、および芳香族ポリエステルからなる群から選ばれ
る少なくとも一種からなることを特徴とする建材。
【００１５】
（２）（Ａ）架橋発泡体の発泡倍率が１０～２５倍の範囲内であることを特徴とする（１
）に記載の建材。
【００１６】
（３）（Ａ）架橋発泡体のシート厚みが２～１０ｍｍの範囲内であることを特徴とする（
１）または（２）に記載の建材。
【００１７】
（４）（Ｃ）補強材の厚さが１０～１００μｍの範囲内であることを特徴とする（１）～
（３）のいずれかに記載の建材。
【００１８】
（５）前記建材が緩衝床材であることを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の建
材。
【００２１】
（６）前記積層シートが、（Ｂ）表皮材、（Ｃ）補強材、（Ａ）生分解性樹脂からなる架
橋発泡体、および（Ｄ）伸びが１０％以上であり、天然繊維および／または生分解性樹脂
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からなる布を含有してなる離形材とがこの順に積層された積層シートからなることを特徴
とする（５）に記載の緩衝床材。
【００２４】
（７）（Ｄ）離形材がフレームラミネートにより架橋発泡体表面に貼りつけられたことを
特徴とする（５）または（６）のいずれかに記載の緩衝床材。
（８）前記建材が装飾用緩衝材であることを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載
の建材。
【００２５】
（９）前記積層シートが、前記（Ｂ）表皮材、（Ａ）架橋発泡体、（Ｃ）補強材の順に積
層され、かつ積層シートの破断点荷重が２．５～２５Ｎ／ｍｍであることを特徴とする（
８）に記載の装飾用緩衝材。
【００２７】
（１０）補強材に粘着層を積層してなることを特徴とする（８）または（９）のいずれか
に記載の装飾用緩衝材。
により構成される。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明は、（Ａ）架橋度が１５～６０％の範囲内であり、２５％圧縮永久歪みが２０％以
下である生分解性樹脂からなる架橋発泡体と、（Ｂ）生分解性樹脂からなる布、生分解性
樹脂からなる合成皮革、および生分解性樹脂からなるフィルムからなる群から選ばれたい
ずれか一種である表皮材と、（Ｃ）生分解性樹脂からなるフィルム、および生分解性樹脂
からなる布のいずれか一種である補強材とが積層された積層シートからなり、前記生分解
性樹脂が、ポリ乳酸、脂肪族ポリエステル、および芳香族ポリエステルからなる群から選
ばれる少なくとも一種からなることを特徴とする建材である。本発明でいう建材とは、保
育所や幼稚園、養護施設、体育館などの公共施設、オフィスビル、ホテル、一般住宅、賃
貸住宅、展示場、プレハブなどの建築物や事務機器、パーテーション、家具、電化製品な
ど室内を飾るインテリアとして使われるカーペット、緩衝床材（クッションフロア）、ウ
ッドフロア、壁などを飾る装飾用緩衝材などが挙げられ、緩衝性、意匠性との観点から、
緩衝床材または装飾用緩衝材とすることが好ましい。
本発明に用いる生分解性樹脂としてはポリ乳酸、脂肪族ポリエステル、および芳香族ポリ
エステルからなる群から選ばれる少なくとも一種からなるものが挙げられる。
【００２９】
合成高分子として、例えばポリ乳酸、エチレングリコールとコハク酸又はコハク酸誘導体
を重縮合してなるポリエチレンサクシネート、ブタンジオールとコハク酸又はコハク酸誘
導体を重縮合してなるポリブチレンサクシネート、ブタンジオールと、ジカルボン酸がコ
ハク酸とアジピン酸またはこれらの誘導体であるポリブチレンサクシネート・アジペート
、ブタンジオールとコハク酸とを重縮合させ、ジエチルカーボネート等のカーボネート化
合物で鎖延長したポリブチレンサクシネート・カーボネート等のジオールとジカルボン酸
及びその誘導体を重縮合してなる脂肪族ポリエステル等が挙げられる。生分解性芳香族共
重合ポリエステルとしては、例えばポリエチレンテレフタレート／サクシネート共重合体
、ポリエチレンテレフタレート／アジペート共重合体、ポリエチレンテレフタレート／セ
バケート共重合体、ポリエチレンテレフタレート／ドデカジオネート共重合体、ポリブチ
レンテレフタレート／サクシネート共重合体、ポリブチレンテレフタレート／アジペ－ト
共重合体、ポリブチレンテレフタレート／セバケート共重合体、ポリブチレンテレフタレ
ート／ドデカジオネート共重合体、ポリヘキシレンテレフタレート／サクシネート共重合
体、ポリヘキシレンテレフタレート／アジペ－ト共重合体、ポリヘキシレンテレフタレー
ト／セバケート共重合体、ポリヘキシレンテレフタレート／ドデカジオネート共重合体等
が挙げられる。
【００３０】
また、天然高分子として、例えば、澱粉として、トウモロコシ澱粉、コムギ澱粉、コメ澱
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粉などの生澱粉、酢酸エステル化澱粉、メチルエーテル化澱粉、アミロース等の加工澱粉
等が挙げられる。
【００３１】
これらの生分解性樹脂を構成する成分の共重合体であっても良い。
【００３２】
また、これらの生分解性樹脂は単独で用いても良いし、２種類以上併用しても良い。
【００３３】
これらの生分解性樹脂として、好ましくはポリ乳酸、脂肪族および／または芳香族ポリエ
ステル樹脂である。
【００３４】
樹脂組成物中の全樹脂成分に対する生分解性樹脂の割合は特に限定されないが、好ましく
は５０重量％以上、さらに好ましくは７０％以上である。生分解性樹脂量が増えれば、分
解速度が速くなり、また、分解後の崩形性が向上する。生分解性樹脂以外の樹脂成分とし
ては特に制限は無く、例えば、超低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、直鎖状低密
度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、超高分子量ポリエチレン、
ポリプロピレン、エチレン－プロピレンゴム、ポリ酢酸ビニル、ポリブテン等を添加する
ことができる。
本発明の効果を阻害しない範囲において、添加剤成分を添加しても良い。例えば、添加剤
として熱分解型発泡剤、架橋促進剤、有機過酸化物、酸化防止剤、滑剤、熱安定剤、顔料
、難燃剤、帯電防止剤、核剤、可塑剤、抗菌剤、生分解促進剤、発泡剤分解促進剤、光安
定剤、紫外線吸収剤、ブロッキング防止剤、充填剤、防臭剤、増粘剤、気泡安定剤、金属
害防止剤などを単独、もしくは２種類以上併用して添加しても良い。
【００３５】
本発明は、生分解性樹脂からなる架橋発泡体を用いる必要がある。架橋発泡体は、独立気
泡で気泡径のきめが細かいことより、ソフトで腰がある発泡体であり、反発弾性に優れる
ため好適に用いられる。無架橋の発泡体の場合、緩衝性には優れるが、発泡倍率、厚みに
より底付き感が出やすくなる。
架橋度は１５～６０％である。架橋度が１５～６０％の範囲内では船酔い現象が発生せず
、腰があり、また、施工時、浮いたり、剥がれたりせず、各種形状への追従性が良いから
である。
【００３６】
本発明において、樹脂組成物を架橋する方法は特に限定されず、例えば、電離性放射線を
所定線量照射する方法、有機過酸化物による架橋、シラン架橋などをあげることができる
。特に、電離性放射線を照射する方法を用いると、表面の外観が良好で、気泡の均一な架
橋発泡体が得られるため好適に用いられる。
【００３７】
本発明の生分解性樹脂からなる架橋発泡体は、２５％圧縮永久歪みが２０％以下である必
要がある。好ましくは１０％以下である。すなわち、２５％圧縮永久歪みが２０％を超え
ると、緩衝床材または装飾用緩衝材などとした建材に重いものを乗せたり、大きな力がか
かった場合にできる凹みの回復が小さく、表面の凹凸が目立つこととなる。
【００３８】
架橋発泡体の発泡倍率および厚さは、使用場所の違いから建材により異なるため一概には
言えないが、緩衝床材の場合、好ましくは５～３０倍、より好ましくは７～２５倍の範囲
である。発泡倍率が５～３０倍の範囲内では底付き感もなく、床材としての適度な緩衝性
を保持しているからである。厚さは好ましくは１～１０ｍｍ、より好ましくは２～９ｍｍ
である。厚みが１～１０ｍｍの範囲であれば、緩衝性は十分あり、船酔い現象が発生せず
、施工が容易であるからである。
【００３９】
また装飾用緩衝材の場合、好ましくは５～５０倍、より好ましくは１０～４０倍の範囲で
ある。発泡倍率が１０～４０倍の範囲内であれば、底付き感もなく、緩衝壁材としての適
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度な緩衝性を保持しているので好ましい。架橋発泡体の厚さは好ましくは２～１０ｍｍ、
より好ましくは２．５～９ｍｍである。スポーツ施設の怪我防止等、激しい衝突に対応す
るような場合は厚みは１０ｍｍ以上であることが望ましいが、本発明は、主として、一般
建築物内で起こりうる転倒などのけがを軽度にとどめることなどを目的としているため、
上記範囲内にあれば、緩衝性は十分に確保され、かつ施工も容易となるので好ましい。
【００４０】
本発明の建材は加飾と汚れ防止のために片面に表皮材を有している。表皮材としては、生
分解性樹脂からなる布、または生分解性樹脂からなる合成皮革、または生分解性樹脂から
なるフィルムが用いられる。布を積層したものは加飾性に優れ、緩衝床材の場合には滑り
止めに成るなどの効果が期待できる。本発明の表皮材、補強材に好ましく用いられる布と
しては特に限定されるものではないが、長繊維または短繊維からなる織布または不織布な
どが挙げられる。また、合成皮革、またはフィルムは、汚れたときの清掃効率も高くなる
ので好ましい。また、フィルムを使用した場合、架橋発泡体表面やフィルムに印刷を施し
、例えばフィルムの印刷面が架橋発泡体側になるように積層することで、自在の装飾が付
加できる利点がある。また、装飾性の観点からは、該表皮材に模様を付したものが好まし
く使用される。
【００４１】
表皮材の厚さは材質によって好適な範囲が異なるので一概にはいえないが、耐久性、緩衝
性の面から０．１～２ｍｍが好ましい。
【００４２】
本発明において、表皮材の積層方法は特に限定されないが、例えば、熱融着や接着剤の使
用などが挙げられる。
【００４３】
本発明において、補強材に使用する素材としては、融点１００度以上の樹脂であるのが好
ましい。融点が１００度以上の樹脂を使用することで、例えば、熱湯をこぼした場合でも
、熱による収縮で積層装飾物が波打ってしまうことがないからである。
【００４４】
補強材としては、生分解性樹脂からなるフィルム状シート或いは生分解性樹脂からなる布
が挙げられる。補強材としては、薄くて高い破断強度を示すフィルム状シートであるのが
好ましい。
【００４５】
補強材の厚みは、１０μｍ～１００μｍであるのが好ましい。厚みが１０μｍ～１００μ
ｍの範囲であることで、表皮材を充分に支持出来る強度を持ち、緩衝性も保持できるため
である。さらに、装飾用緩衝材とした場合、補強材の厚みが１０μｍ～１００μｍの範囲
であれば積層シートの破断点荷重が２．５～２５Ｎ／ｍｍであり、粘着剤の接着強度以上
であることより、施工後の修正や張り替え時に装飾用緩衝材が材料破壊することなく剥離
することができ、また、曲げに対して十分な柔軟性があるからである。好ましくは、２０
～１００μｍ、更に好ましくは３０～６０μｍである。
【００４６】
本発明の積層シートを緩衝床材として用いた場合、さらに離形材を積層することが好まし
い。離形材としては伸縮性のある素材で離型効果を付与できるものであれば制限無く使用
することができるが、好ましくは天然繊維および／または生分解性樹脂からなる布を含む
ことである。より好ましくは、ＪＩＳ－Ｌ－１９０６での測定で、伸びが１０％以上であ
ることである。伸びが１０％以上であれば、施工時の曲げに対して追従でき、折れジワが
発生しにくいからである。本発明の離形材に好ましく用いられる布としては特に限定され
るものではないが、長繊維または短繊維からなる織布または不織布などが挙げられる。
【００４７】
本発明の積層シートを緩衝床材として用いた場合、表皮材、補強材、架橋発泡体、および
離形材の積層順序としては特に限定されないが、表皮材、補強材、架橋発泡体、および離
形材がこの順に積層されたものであることが好ましい。この順に積層することによって、
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施工時の折れジワが解消する。各層を積層する工程の順番は特に限定されないが、例えば
、架橋発泡体の片面に補強材を積層し、さらにその上に表皮材を積層し、架橋発泡体の反
対側の面に離形材を積層することで好ましく作製される。
【００４８】
なお、離形材を架橋発泡体表面に貼りつける方法としては特に限定されないが、好ましく
はフレームラミネートが使用される。接着剤等を用いると接着力が強すぎ、張替え時に架
橋発泡体が材料破壊する懸念があるからである。フレームラミネート法であれば、その懸
念は小さい。
【００４９】
本発明の緩衝床材の厚みは特に限定されないが、好ましくは１ｍｍを越え１３ｍｍ以下で
ある。より好ましくは１．２ｍｍ以上１２ｍｍ以下である。
【００５０】
本発明の緩衝床材の用途は特に限定されないが、例えば、展示場、工事現場のプレハブ、
賃貸マンション、アパート、住居、教室、体育館、オフィス、ホテルなどの床材として好
適に使用することができる。
【００５１】
本発明の積層シートを装飾用緩衝材として用いた場合、積層シートの破断点荷重が２．５
～２５Ｎ／ｍｍであることが好ましい。２．５Ｎ／ｍｍ以下であると、通常の粘着剤の接
着強度よりも小さくなるので、施工後の修正や張り替え時に装飾用緩衝材が材料破壊し、
剥離がうまくできない場合があり、また、曲げに対して十分な柔軟性が得られない。２５
Ｎ／ｍｍ以上であると、鋭角部に、折れジワや、浮きが発生し、施工性が悪くなることが
ある。積層シートの破断点荷重は、好ましくは５．０～２５Ｎ／ｍｍ、より好ましくは６
．０～２３Ｎ／ｍｍである。
【００５２】
積層シートの破断点荷重を上記範囲にする方法としては、表皮材、架橋発泡体、補強材の
順に積層し、架橋発泡体のシート厚みが２～１０ｍｍ、補強材の厚みが１０～１００μｍ
である積層シートとすることが一例として挙げられる。
【００５３】
本発明において、補強材の積層方法は、特に限定されないが、フィルムシートを補強材と
して用いる場合は接着剤又は粘着剤にて接着する方法等が好ましい。架橋発泡体と同一樹
脂の補強材を使用する場合には押出ラミネーションによる融着が好ましい。
【００５４】
本発明の積層シートを装飾用緩衝材として用いた場合、補強材に粘着層を積層することが
好ましい。補強材に、粘着加工を施してあるため、そのまま基材に施工することができる
ためである。
【００５５】
本発明の装飾用緩衝材の厚みは特に限定されないが、好ましくは２ｍｍを越え１３ｍｍ以
下である。より好ましくは２．７ｍｍ以上１１ｍｍ以下である。
本発明において、装飾用緩衝材の施工方法は、特に限定はされないが、施工前に施工対象
物（基材）の表面を中性洗剤で拭き取り、油分及び付着物を取り除いた後、基材表面を乾
燥させる。次に、基材に接着剤又は粘着剤を塗布し、装飾用緩衝材を施工する。補強材に
粘着加工を施してあるものについてはそのまま基材に施工する。施工する基材は特に限定
されるものではないが、鉄、アルミニウムなどの金属、木材、コンクリート、塩ビシート
、ＦＲＰなどが挙げられる。接着剤、粘着剤の硬化時間は接着剤、硬化剤の種類及び配合
比により異なるが、最長でも２４時間で最大接着力を発揮することより、２４時間のエー
ジング後施工完了とする。
【００５６】
本発明の緩衝壁材の用途は特に限定されないが、例えば事務機器、パーテーション表面緩
衝材、また、廊下や階段、トイレ、養護施設や低年齢層教育施設など公共施設の緩衝用壁
材、柱、机の角部分を覆う防護緩衝材として好適に使用することができる。
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【００５７】
【実施例】
次に実施例に基づいて本発明を説明する。本発明における測定法、評価基準は次の通りで
ある。
【００５８】
１．架橋発泡体の架橋度
発泡シートを５０ｍｇ秤量し、２５℃のクロロホルム２５ｍｌに３時間浸漬した後、２０
０メッシュのステンレス製金網で濾過して、金網状の不溶解分を真空乾燥する。次いで、
この不溶解分の重量を精密に秤量し、以下の式に従って架橋度を百分率で算出した。
架橋度（％）＝｛不溶解分の重量（ｍｇ）／秤量した架橋発泡体の重量（ｍｇ）｝×１０
０
２．発泡倍率
発泡倍率は、ＪＩＳ　Ｋ６７６７に準じて測定した架橋発泡体の見掛け密度の逆数で定義
される。
【００５９】
３．架橋発泡体の厚み
架橋発泡体を１０×１０ｃｍに切り出し、その中心部をＪＩＳ　Ｋ－６７６７に準じて測
定した。
【００６０】
４．積層シートの各構成層厚み
積層シートを片刃剃刀にて、表皮材から補強材への方向にスライスし、その断面をキーエ
ンス（株）製マイクロウオッチャー（ＶＨ－７０００）にて拡大倍率２５倍にて、各層の
界面を指定することにより自動的に厚みを測定する、２点間距離測定機能を用い、積層シ
ートの各構成層の厚みを測定する。
【００６１】
５．２５％圧縮永久歪み
２５％圧縮永久歪みは、ＪＩＳ　Ｋ－６７６７に従い、以下の方法にて算出した。すなわ
ち、架橋発泡体を上下面が平行で周囲を切断したシート状サンプルを積み重ね、その外形
寸法が長さ５０ｍｍ、幅５０ｍｍ、厚さ２５ｍｍとなるように積み重ねる。このものの厚
みを精密に測定し、所定の試験装置に挟み、試験片の厚さの２５％だけ圧縮固定して、標
準状態の場所に連続２２時間放置する。その後、試験片を取り外し、標準状態の場所に２
４時間放置した後、前と同じ箇所の厚さを測定し、以下の式に従い算出する。
Ｃ＝（ｔ０－ｔ１）／ｔ０×１００
Ｃ：２５％圧縮永久歪み（％）
ｔ０：試験片の初めの厚さ（ｍｍ）
ｔ１：試験片の試験後の厚さ（ｍｍ）。
【００６２】
６．破断点荷重
表皮、架橋発泡体、補強材の順で積層された積層シートをＪＩＳ　Ｋ－６３０１に準じて
ダンベル状２号形で打ち抜き、その両端を引っ張り試験機にセットし、補強材が破断する
時点の応力強度を測定する。
【００６３】
７．離形材の伸び
離形材をダンベルで打ち抜き、ＪＩＳ－Ｌ－１９０６に準じて測定した。
【００６４】
８．生分解性
生分解性は、ＪＩＳ　Ｋ６９５３に準じて評価を行った。５８±２℃に設定したコンポス
ト中に所定量の発泡体の粉砕物を入れ、一定期間経過後の二酸化炭素発生量をガスクロマ
トグラフィーで定量することにより評価を行った。
生分解性○・・・４５日間経過後の分解率が４０％以上
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生分解性×・・・４５日間経過後の分解率が４０％未満。
【００６５】
９．施工性
積層シートを３０×３０ｃｍにカットし、水系接着剤（シンコールＳＧ－１０）でコンク
リートに施工した。尚、接着力は常温下において、２４時間で最大値に到達することより
、２４時間放置後、該積層シートを剥離し、積層シートの材料破壊の有無を目視にて判断
した。
判定基準は以下の通りである。
○：材料破壊なし
×：材料破壊発生。
【００６６】
［参考例１］
生分解性樹脂としてポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）である"ビオノーレ"＃１００３
（昭和高分子（株）製）１００ｋｇ、発泡剤としてアゾジカルボンアミド（永和化成工業
（株）製）５．０ｋｇ、架橋促進剤として１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート（
三菱レイヨン（株）製）３．０ｋｇ、安定剤としてＩｒｇａｎｏｘ．２４５（チバスペシ
ャルティ・ケミカルズ（株）製）、ＡＯ－４１２Ｓ（旭電化工業（株）製）それぞれ０．
３ｋｇを発泡剤の分解しない温度、具体的には１６０℃に加熱したベント付きの２軸押出
し機に導入、Ｔダイから押し出し、厚みが１．５ｍｍの架橋発泡用シートに成型した。こ
のシートに５５ｋＧｙの電子線を加速電圧８００ｋＶで照射し、架橋せしめた後、縦型熱
風発泡装置に連続的に導入、２３０℃で４分加熱発泡して連続シート状架橋発泡体として
巻取った。
【００６７】
このようにして得られた架橋発泡体の厚みは３．０ｍｍ、架橋度は３８％、発泡倍率は１
２倍、２５％圧縮永久歪みは２．５％であった。
【００６８】
［参考例２］
生分解性樹脂としてポリブチレンサクシネート・アジペート（ＰＢＳ／Ａ）である"ビオ
ノーレ"＃３００３（昭和高分子（株）製）を用いた以外は実施例１と同様の方法で架橋
発泡体を作成した。
【００６９】
このようにして得られた架橋発泡体の厚みは３．０ｍｍ、架橋度は４０％、発泡倍率は１
５倍、２５％圧縮永久歪みは２．８％であった。
【００７０】
［参考例３］
生分解性樹脂としてポリブチレンサクシネート・テレフタレート（ＰＢＴ／Ａ）である"
エコフレックス"（ＢＡＳＦジャパン（株）製）を用い、照射線量を８０ｋＧｙとした以
外は実施例１と同様の方法で架橋発泡体を作成した。
【００７１】
このようにして得られた架橋発泡体の厚みは２．８ｍｍ、架橋度は２２％、発泡倍率は１
５倍、２５％圧縮永久歪みは２．８％であった。
【００７２】
［参考例４］
生分解性樹脂としてポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）である"ビオノーレ"＃１００３
（昭和高分子（株）製）１００ｋｇ、タルク０．５ｋｇを１６０℃に加熱したタンデム押
出機で混練し、押出機のシリンダー途中から混合樹脂１００重量部あたりジクロロジフル
オロメタンを１５重量部の割合で圧入し、Ｔダイから大気中に押し出して発泡体を作成し
た。
【００７３】
このようにして得られた発泡体の厚みは４．０ｍｍ、架橋度は０％、発泡倍率は２５倍、
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２５％圧縮永久歪みは２３％であった。
【００７４】
［参考例５］
ポリ乳酸（ＰＬＡ）（カーギル（米国）製）を３０ｍｍφ単軸エクストルーダーにて、２
００℃でＴダイより押出し、キャスティングロールで急冷して約３００μｍの未延伸シー
トを得、続いて赤外線ヒーターでフィルム 温度が７５℃になるように設定して縦（長手
）方向に２．６倍にロール延伸を行った。次いで、縦延伸後のフィルム をテンター内で
７５℃で予熱した後、７５℃に設定した延伸ゾーンで横（幅）方向に縦延伸前のフィルム
 幅に対して２．４倍延伸して厚み４５μｍのポリ乳酸フィルムを得た。
【００７５】
［参考例６］
ポリ乳酸（ＰＬＡ）（カーギル（米国）製）を用い、丸型の紡糸口金より、紡糸温度２０
０℃、単孔吐出量１．００ｇ／分で溶融紡糸した。次に紡出糸状を冷却空気流にて冷却し
た後、引き続いてエアサッカーにて３０００ｍ／分で引き取り、これを開繊して移動する
コンベアの捕集面上に堆積してウエブを形成した。次いでこのウエブをエンボスロールか
らなる部分熱圧着装置に通し、ロール温度１４０℃、圧着面積率１４．９％、圧着点密度
２１．９個／ｃｍ2 、線圧３０ｋｇ／ｃｍの条件にて部分的に熱圧着し、単糸繊度３．０
デニールの長繊維からなる目付２０ｇ／ｍ2のポリ乳酸不織布を得た。
【００７６】
［実施例１］
参考例１の架橋発泡体の片面に、参考例６のポリ乳酸不織布をフレームラミネートし、も
う一方のフォーム面に両面粘着した参考例５のポリ乳酸フィルムを接着した物を準備し、
このフォーム表面にポリ乳酸樹脂を厚さ０．２ｍｍに押し出しラミネートして積層し緩衝
床材とした。
【００７７】
このものを水系接着剤（シンコールＳＧ－１０）でモルタル床面に貼り付けた。このとき
、壁際のセットしにくい角部を完全に被覆し、また折れジワも発生しなかった。
【００７８】
［実施例２］
参考例２の架橋発泡体の片面に、参考例６のポリ乳酸不織布をフレームラミネートにて接
着した。一方のフォーム面に参考例５のポリ乳酸フィルムを接着した物を準備し、この表
面にポリ乳酸樹脂シート（厚さ０．２ｍｍ）を接着して積層し緩衝床材とした。このもの
を水系接着剤（シンコールＳＧ－１０）でコンクリート床面に貼り付けた。このとき、構
造上、柱などの出っ張り部分に施工するため、表皮方向に９０度に折り曲げて施工したが
折れジワは発生せず、景観的にも優れたものとなった。このものの生分解性を評価した所
、１年間経過後には３０％以上重量減少し、分解変化が観察された。
【００７９】
［実施例３］
参考例３の架橋発泡体の片面に、丸編みの布をフレームラミネートし、もう一方のフォー
ム表面に参考例５のポリ乳酸フィルムを接着した物を準備し、この表面にポリ乳酸製織物
を接着、積層し緩衝床材とした。このものを水系接着剤（シンコールＳＧ－１０）でモル
タル床面に貼り付けた。このとき、構造上、柱などの出っ張り部分に施工するため、表皮
方向に９０度に折り曲げて施工したが折れジワは発生せず、景観的にも優れたものとなっ
た。
【００８０】
［実施例４］
参考例１の架橋発泡体に木目模様を施したポリ乳酸シート（厚さ：０．１ｍｍ）をポリウ
レタン系接着剤で接着、積層した。もう一方の架橋発泡体表面に両面粘着加工（粘着剤：
アクリル系共重合体）を施した参考例５のポリ乳酸フィルムを接着し、破断点荷重３Ｎ／
ｍｍの積層シートを作成し装飾用緩衝材とした。尚、架橋発泡体に貼り付ける面のポリ乳
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酸フィルムに施す粘着剤は反対面の粘着剤に対し、硬化剤添加量を２倍にし、架橋発泡体
とポリ乳酸フィルムの接着力が反対面の接着量より高くなるように設定した。
【００８１】
［実施例５］
参考例３の架橋発泡体にＰＢＳ樹脂シート（厚さ０．２ｍｍ）を接着して積層した。
もう片方のフォーム表面に両面粘着加工を施した参考例５のポリ乳酸フィルムを接着し、
破断点荷重２３Ｎ／ｍｍの積層シートを作成し装飾用緩衝材とした。尚、両面粘着加工し
たポリ乳酸フィルムにおいて、フォームに接着させる面の粘着力は反対側より高めに設定
したものを使用した。
【００８２】
［実施例６］
参考例２の架橋発泡体に押出ラミネーションにてＰＢＳ／Ａ樹脂（厚さ：５０μｍ）を接
着し、もう一方のフォーム表面に大理石柄を施したポリ乳酸シート（厚さ５０μｍ）を接
着し、破断点荷重６Ｎ／ｍｍの積層シートを作成し装飾用緩衝材とした。
【００８３】
［実施例７］
参考例１の架橋発泡体に花柄模様を施したＰＢＳ樹脂シート（厚さ：０．１ｍｍ）を接着
、積層した。このものを表皮面を上にして１００ｃｍ×１３５ｃｍ角の四方を固定した加
熱成型機にセットし、表面温度が１２０℃になるように加熱し、縦間隔２ｃｍ、横間隔９
０ｃｍ、溝幅２ｍｍの押し型で表皮面から圧縮し、この状態で室温まで冷却した。非溝付
き面に両面粘着加工を施した参考例５のポリ乳酸フィルムを接着し、破断点荷重７Ｎ／ｍ
ｍの積層シートを作成し装飾用緩衝材とした。このものをカットし、横幅９０ｃｍ、縦幅
４．２ｃｍ、縦方向の真ん中に２ｍｍの溝がある緩衝材を得た。このものを、テーブルの
天板と側板の角部に溝が当たるように張り合わせたところ、天板と側板がなす、９０度の
角に対してきれいに張り合わせことができた。
【００８４】
［比較例１］
架橋発泡体（東レ（株）製トーレペフ２５０２０ＡＰ６６（ポリプロピレン（ＰＰ）製、
厚さ２ｍｍ、架橋度３７％、発泡倍率２５倍、２５％圧縮永久歪み４．５％））の片面に
、不織布（王子製紙（株）製、キノクロス）をフレームラミネートし、もう一方のフォー
ム面に厚さ１０μｍの両面粘着したＰＥＴフィルムを接着した物を準備し、このフォーム
表面にＰＰ樹脂を厚さ０．２ｍｍに押し出しラミネートして積層シートを作成し、緩衝床
材とした。このものを水系接着剤（シンコールＳＧ－１０）でモルタル床面に貼り付けた
。このとき、壁際のセットしにくい角部を完全に被覆し、また折れジワも発生しなかった
。
【００８５】
［比較例２］
参考例４の発泡体の片面に、参考例６のポリ乳酸不織布をフレームラミネートし、もう一
方のフォーム面に両面粘着した参考例５のポリ乳酸フィルムを接着した物を準備し、この
フォーム表面にポリ乳酸樹脂を厚さ０．２ｍｍに押し出しラミネートして積層し緩衝床材
とした。
【００８６】
このものを水系接着剤（シンコールＳＧ－１０）でモルタル床面に貼り付けた。このとき
、壁際のセットしにくい角部を完全に被覆しよう緩衝床材を押さえた際にできた凹みが回
復せず、表面に凹凸のある醜悪な施工となった。
【００８７】
［比較例３］
ポリ乳酸フィルムが無い以外は実施例４と同じ構成の積層体を実施例４と同様に施工した
ところ、位置調整時に架橋発泡体が材料破壊し、コンクリート壁に残り、施工性の悪い不
満足なものであった。
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【発明の効果】
本発明によれば、廃棄時の環境負荷を解消し、緩衝性、施工性に優れた建材を提供するこ
とができる。
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