
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 ロゲンを含有しない熱可塑性高分子材料によって成形された表面層と裏面層とか
成される難燃性装飾材において、

水和金属化合物と 膨張性黒鉛と

錫化合物とからなる難燃材料が裏面層に添加されていることを特
徴とする難燃性装飾材。
【請求項２】
　裏面層 層構造からなり、少なくとも表面層に接する裏面層 に、水和金属化合物
と膨張性黒鉛と錫化合物とからなる難燃材料が添加されている請求項１に記載の難燃性装
飾材。
【請求項３】
　表面層の厚さが５０μｍ以上で、且つ裏面層の厚さの２／５以下である請求項１又は請
求項２に記載の難燃性装飾材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビル、家屋等の建築物の床面や壁面、或は電車、航空機、バス、自動車等の床
面や内張り、その他掲示板等に用いられる装飾材に関し、更に詳しくは、塩素等のハロゲ
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ン原子を含まない熱可塑性高分子材料で成形された、表面強度及び意匠性に優れた低発煙
性の難燃性装飾材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ビルや家屋等の建築物の床材や壁装材、或は電車や航空機、バス、自動車等の床材
や内張り材には、塩化ビニル系樹脂からなるシート状の装飾材が多く使用されている。こ
の様な装飾材に塩化ビニル系樹脂を使用する理由は、塩化ビニル系樹脂シートが表面強度
及び耐摩耗性に優れ、更に塩化ビニル系樹脂製のシートは難燃性にも優れていることによ
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記の塩化ビニル系樹脂製の装飾材は、上記の優れた性能と共にコスト的にも有利である
が、火災時や焼却処理時に有害な塩化水素ガスが発生し、火災時に塩化水素ガスによる中
毒や窒息等の危険があり、又、焼却処理時には大量の塩化水素ガスが発生する為、環境衛
生上好ましくないということが近年問題化されつつある。更に、塩化ビニル系樹脂は難燃
性には優れているが、万一、シートが燃えてしまった場合は、その発煙量が多いという問
題もあった。
【０００４】
以上の塩化ビニル系樹脂製の装飾材の問題点を解決する為に、本発明者はハロゲン原子を
含有せず、且つ再生処理可能な難燃性装飾材の材料として、エチレン－エチルアクリレー
ト共重合樹脂（以下ＥＥＡという）、エチレン－メチルメタクリレート共重合樹脂（以下
ＥＭＭＡという）、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（以下ＥＶＡという）等のオレフィ
ン系共重合樹脂や、ポリプロピレン（以下ＰＰという）、ポリエチレン（以下ＰＥという
）、ポリブテン－１（以下ＰＢ－１という）等のオレフィン系樹脂、エチレン－プロピレ
ン系エラストマー（又はゴム）（以下ＴＰＯという）を検討した。
【０００５】
オレフィン系樹脂に難燃性を付与する為に、ハロゲン化合物やアルミニウム、マグネシウ
ム系の水和金属化合物、或は赤燐、カーボンブラック、シリコーン樹脂やオイル、更にメ
ラミン樹脂等の含窒素化合物等が難燃材料（難燃剤）として使用されている。ハロゲン化
合物はハロゲン化水素ガス等の有毒物質が発生するので問題があり、水和金属化合物は多
量に添加しないと難燃性は得られず、多量に添加すると装飾材の耐傷性が悪くなり、又、
シリコーン樹脂やオイルを添加すると耐汚染性が悪くなり、更に赤燐やカーボンブラック
はシートが着色されてしまう為に装飾性、デザイン性に劣るといった問題がある。これら
の難燃剤を組み合わせることにより自消性、ノンドリップ性を有するものが得られるが、
上記の様な問題により装飾材としては使用することが出来なかった。
【０００６】
又、上記の難燃剤を配合して成形したシートの上に薄い被膜をコーティングし、意匠性を
付与することも考えられるが、被膜の厚さが３０μｍより薄ければ、上記の難燃剤を配合
したシートでも低発煙性が不十分であるものの、ある程度の難燃性を付与することが出来
が、３０μｍ以下の表層ではその下地の色を隠蔽することが出来ず、更には床材や壁装材
といった装飾材としての耐摩耗性及び耐スクラッチ性といった表面強度の十分な装飾材を
得ることが出来ない。
【０００７】
従って本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、塩化ビニル系樹脂を装飾材の材
料として使用することなく、塩化ビニル系樹脂製の装飾材と同等或はそれ以上に、自消性
、ノンドリップ性、耐傷性、耐汚染性及び装飾性に優れた低発煙性の難燃性装飾材を、実
質的にハロゲンを含有しない熱可塑性高分子材料によって提供することである。
【０００８】
【課題を解決する為の手段】
　上記目的は以下の本発明によって達成される。即ち、本発明は、 ロゲンを含有しない
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熱可塑性高分子材料によって成形された表面層と裏面層とか 成される難燃性装飾材に
おいて、 水和金
属化合物と 膨張性黒鉛と

錫化合物とからなる難燃材料が裏面層に添加されていることを特徴とする難燃性装飾材で
ある。
【０００９】
本発明の装飾材は、塩化ビニル樹脂等のハロゲン含有樹脂やハロゲン化合物による難燃剤
を使用しなくても優れた難燃性を示し、万が一、火災等により燃焼してもハロゲンを含有
していないので有害なハロゲンガスは発生せず、しかもハロゲン含有の塩化ビニル樹脂よ
りも低発煙性を示す。
【００１０】
【発明の実施の形態】
次に好ましい実施態様を挙げて本発明を更に詳細に説明する。
本発明の装飾材は、表面層と裏面層とから基本的に構成される。表面層及び裏面層とも実
質的にハロゲン原子を含有しない熱可塑性高分子材料によって構成される。
従来、ハロゲン原子を含有しない熱可塑性樹脂を難燃化させる方法は種々検討されている
が、いずれも樹脂コンパウンド全体に難燃剤を分散させて難燃化させる方法であった。例
えば、赤燐等の燐化合物やカーボンブラック等の難燃剤を添加すると樹脂が赤色或は黒色
に着色されてしまい、装飾材の表面層として任意の着色模様を形成することが出来なくな
る。一方、水酸化マグネシウムや水酸化アルミニウム等の水和金属化合物を難燃剤として
使用する場合は、樹脂がこれらの難燃剤によって着色されないので、装飾材を任意の色相
に着色することが出来るが、これらの難燃剤は多量に添加しないと難燃効果が得られず、
多量に添加すると得られる装飾材の耐傷性が劣り、装飾材の表面層としては適さないもの
であった。
【００１１】
そこで本発明者は装飾材の表面層には難燃剤を添加せずとも、装飾材全体の構成体として
低発煙性且つ難燃性を有する装飾材を提供することを目的として更に研究した結果、装飾
材を表面層と裏面層とから基本的に構成し、該裏面層のみにある特定の難燃剤を添加する
ことにより、表面層に難燃剤を添加しなくても、積層体（装飾材）としては低発煙で、優
れた難燃性、自己消化性及びノンドリップ性を有する構成の装飾材が得られることを見出
した。
即ち、裏面層に水和金属化合 張性黒鉛と からなる難燃剤を添加すること
により、表面層に難燃剤を添加しなくても積層体として低発煙性で優れた難燃性を示すこ
とがわかった。尚、表面層及び裏面層ともに単層とは限らず、複数のシート等を積層した
積層構造からなるものでもよい。
【００１２】
裏面層が単層のシート等の場合は、裏面層全体に水和金属化合 張性黒鉛と

が添加され、裏面層が複数のシート等からなる積層構造の場合は、少なくとも表面層に
接する裏面層に水和金属化合 膨張性黒鉛と が添加される。
本発明で使用する水和金属化合物は、難燃作用を付与する物質であれば特に制限はなく、
例えば、水酸化アルミニウムやほう酸亜鉛等が挙げられる。
【００１３】
膨張性黒鉛とは、例えば、鱗片状黒鉛を硫酸や硝酸或は燐酸等で酸化処理したものであり
、黒鉛－硫酸層間化合物等である。本発明ではこれらの膨張性黒鉛のうち３００～４００
℃の温度で膨張し始めて５０倍以上に膨脹す のが好ましい。
これらの膨張性黒鉛は体積比率で裏面層に２％以上添加するのが好ましい。裏面層が単層
の場合は体積比率で２％以上を添加し、裏面層が複層の場合は裏面層全体として体積比率
で２％以上を添加することが良い。裏面層が複層の場合は表面層と接する層には、必ず膨
張性黒鉛と、水和金属化合物及び／又は燐化合物が添加されたシートを積層し、それより
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下の層には膨張性黒鉛や、水和金属化合物、 化合物を添加してもしなくてもよく、裏面
層全体として膨張性黒鉛が体積比率で２％以上添加されていればよい。
【００１４】
更に好ましくは複層構造の裏面層のうち、 膨張性黒鉛と が添加
された層の総厚よりも、添加されていない層の総厚が厚くならない様に積層するのがとり
わけ良い。膨張性黒鉛が裏面層に体積比率で２％以上添加されていると、表面層に難燃剤
が添加されていなくても装飾材を難燃化させることが出来、２％以上であれば添加部数に
制限はないが、３０％以上添加してもそれ以上の難燃効果は得られないので、コスト的観
点から体積比率で２～３０％の範囲で使用するのが好ましい。
【００１５】
又、裏面層に添加する水和金属化合物は、裏面層の熱可塑性高分子材料１００重量部に対
し３０重量部以上、好ましくは３０～２００重量部の割合で添加するのが難燃性能上好ま
しい
【００１６】
又、本発明において難燃性及び低発煙性をより向上させる為に、難燃剤として錫化合物を
更に添加す 錫化合物としては難燃作用のある錫化合物であれば特に制限はされず、例
えば、亜鉛水和錫化合物（ＺｎＳｎ（ＯＨ） 6）、亜鉛錫酸塩（ＺｎＳｎＯ 3）、錫酸化物
（ＳｎＯ 2）、水和錫化合物（ＳｎＯ 2×Ｈ 2Ｏ）が挙げられる。
【００１７】
本発明におい 燃剤の組み合わせとしては、膨張性黒鉛と水和金属化合物と錫化合物と
の組み合わ する その結果、難燃性及び低発煙性とも特に優れた装飾材が提供される
のでとりわけ好ましい。
又、本発明においては、装飾材の表面層には難燃剤を添加しなくとも低発煙性で優れた難
燃性を有する装飾材を得ることが出来るが、装飾材の表面の装飾性、耐傷性及び耐汚染性
等を損なわない程度の量で、公知の難燃剤を添加することも勿論可能である。
【００１８】
本発明の装飾材の表面層及び裏面層を構成する熱可塑性高分子材料は、ハロゲン原子を実
質的に含まない高分子材料であれば特に制限はないが、装飾材として使用するのに好まし
くはポリプロピレン（ＰＰ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、超低密度ポリ
エチレン（ＶＬＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ポリブテン（ＰＢ）等のα
－オレフィン系樹脂、エチレン－アクリル酸エチル共重合樹脂（ＥＥＡ）、エチレン－酢
酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）、エチレン－メタクリル酸メチル共重合樹脂（ＥＭＭＡ）
、エチレン－アクリル酸メチル共重合樹脂（ＥＭＡ）等のエチレン系共重合体、若しくは
三元共重合体、或はエチレンとアクリル酸とのエチレン系アイオノマー等の熱可塑性合成
樹脂の他、常温ではゴム弾性としての挙動をとるが、温度上昇によって塑性変形をする高
分子材料で、硬質相と軟質相とからなる熱可塑性エラストマーでもよく、例えば、硬質相
がポリエチレン、ポリプロピレン、軟質相がオレフィン系ゴムからなるオレフィン系熱可
塑性エラストマー、硬質相がポリエステル、軟質相がポリエーテルのポリエステル系熱可
塑性エラストマー、その他ウレタン系熱可塑性エラストマー、或は水素添加したスチレン
－ブタジエンゴム、硬質相がスチレンで軟質相がブタジエンやビニルイソプレン等からな
るスチレン系熱可塑性エラストマーやこれらを水素添加したもの等が挙げらる。
【００１９】
これらの熱可塑性合成樹脂や熱可塑性エラストマーは単体で使用しても、数種の樹脂やエ
ラストマーをブレンドして用いてもよい。又、これら樹脂、エラストマーに可塑剤、安定
剤、無機充填剤、有機充填剤、滑剤、紫外線吸収剤、発泡剤、着色剤、酸化防止剤及びゲ
ル化促進剤等の一般に用いられる各種添加剤を適宜配合して使用することも可能である。
【００２０】
本発明の装飾材の表面層及び裏面層は、基本的に上記の如き熱可塑性合成樹脂及び／又は
熱可塑性エラストマーから構成され、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ガラス繊維等の
化学繊維、麻、羊毛等の天然繊維からなる織布、不織布等の繊維基材を裏面層の最下層又
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は中間層に、装飾材の伸縮の防止や寸法安定性を向上させる為に積層することも可能であ
る。
【００２１】
表面層及び裏面層は上記の様な実質的にハロゲンを含有しない熱可塑性合成樹脂及び／又
は熱可塑性エラストマーから成形されたシートやフイルム、或はチップやフレークを加熱
軟化させ、押し固めたインレイド等の単層構造又は積層構造からなる。シートやフイルム
はカレンダー成形法、押出成形法及びプレス成形法等によって成形される。
【００２２】
本発明の装飾材を床材として使用する場合には、厚さ１～５ｍｍ、幅１～２ｍの長尺状に
成形するのが良いが、これに限定されるものではなく、使用場所に応じて、厚さ及び大き
さを適宜決定して成形する。表面層と裏面層との積層方法、或は裏面層が複層の場合の各
層のシートの積層方法は、カレンダー成形或は押出成形と同時に、予め作成したシートを
熱融着によって積層したり、成形されたシートをラミネーター装置で加熱及び押圧して熱
融着によって積層するか、或は接着剤によってシート同士をドライラミネーション方式等
の公知の積層方法によって積層することが出来る。
又、壁装材や天井材、自動車用レザー等として使用する場合も、同様に積層することが出
来、シートの厚さは０．１～１ｍｍの範囲で成形される。シートの幅及び長さは用途に応
じて適宜設定される。
【００２３】
本発明の装飾材を構成する表面層をも難燃化させる場合には、表面層の厚さが裏面層の厚
さの２／５以下であることが好ましく、又、床材として使用する場合は、表面層が０．１
ｍｍ以上の厚みとするのが耐摩耗性の面から好ましい。又、壁装材やその他の装飾材にお
いても表面層が薄すぎると、裏面層の色が表面層に透けて見えてしまい、表面の意匠性を
阻害し、更に引っ掻きによって簡単に表面層が剥げてしまうので、好ましくは表面層の厚
さは５０μｍ以上、とりわけ１００μｍ以上とすることが好ましい。
【００２４】
本発明の装飾材の表面層には任意の印刷模様を形成したり、表面層を着色したり、或は表
面層の上に各種表面処理を施すことも可能である。表面層に印刷模様を形成する場合は、
グラビア印刷、スクリーン印刷等で直接印刷したり、印刷模様が形成された転写紙によっ
て転写印刷する等、公知の印刷手段によって任意の印刷模様を形成することが出来る。表
面層に表面処理を施す場合も公知の処理剤が使用出来、例えば、ウレタン系処理剤やアク
リル系処理剤等が挙げられ、塩化ビニル樹脂等の如くハロゲンが含有されていなければど
の様な処理剤を使用してもよい。処理剤の塗工方法はグラビアコートやスプレー等の公知
の手段によって行なうことが出来る。更に、表面層を透明層だけで形成したり、印刷した
透明シートを積層したり、着色シートに透明シートを積層することも可能である。
【００２５】
又、本発明の装飾材の発煙量をより低減させる為に、装飾材全体を架橋させることも可能
である。架橋の方法は、例えば、電子線を照射する方法、紫外線照射による方法、或はそ
れぞれの熱可塑性高分子材料を架橋させることの出来る化学物質（架橋剤）を配合して行
うことが出来る。
【００２６】
【実施例】
次に実施例及び比較例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。
（難燃剤含有シートの形成）
表１の配合に基づいて、テストロールで装飾材の裏面層となるシートの幅３００ｍｍ、厚
さを適宜調整して成形し、１．０ｍｍ以上の厚さの場合はシート同士を熱融着によって積
層して裏面層シートを成形した。
【００２７】
（表１）
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【００２８】
（非難燃シートの成形）
次に下記表２の配合に基づいて、表面層となるシートをテストロールにより幅３００ｍｍ
として、シートの厚さはそれぞれ適宜調整して非難燃シートを成形した。
（表２）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２９】
（注１）エチレン－アクリル酸エチル共重合樹脂
（注２）ポリプロピレン樹脂
（注３）スチレン－ビニルイソプレン－スチレン３元共重合樹脂
（注４）超低密度ポリエチレン樹脂
（注５）水素添加スチレンブタジエンゴム
表１から得られた難燃剤含有シートと、表２から得られた非難燃シートとを加熱溶融させ
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、厚さ２．０ｍｍに積層シートを成形して本発明の装飾材とした。尚、表２によって成形
された厚さ０．５ｍｍのシートを装飾材の表面層とした。
【００３０】
実施例
厚さ１．５ｍｍに成形された配合２の難燃剤含有シートの表面に、厚さ０．５ｍｍに成形
された配合 の非難燃シートを積層して、厚さ２．０ｍｍの本発明の装飾材を成形した
【００３３】
比較例１
厚さ１．５ｍｍに成形された配合 の難燃剤含有シートの表面に、厚さ０．５ｍｍに成形
された配合 の非難燃シートを積層し、厚さ２．０ｍｍの比較例の装飾材を成形した。
比較例２
厚さ１．５ｍｍに成形された配合 の難燃剤含有シートの表面に、厚さ０．５ｍｍに成形
された配合 の非難燃シートを積層し、厚さ２．０ｍｍの比較例の装飾材を成形した。
【００３４】
比較例３
厚さ１．０ｍｍに成形された配合１の難燃剤含有シートの表面に、厚さ１．０ｍｍに成形
された配合 の非難燃シートを積層し、厚さ２．０ｍｍの比較例の装飾材を成形した。
これらの装飾材の難燃性及び発煙性等について以下の試験を行なった。
（燃焼試験）
上記の各装飾材を試験片とし燃焼試験を行なって、その結果を表３に示した。
装飾材の難燃試験の方法は、アメリカ連邦航空局（ＦＡＡ）ＰＡＲＴ２５付属書ＰＡＲＴ
－１（１２秒間＆６０秒間垂直燃焼試験）２５．８５３ｂに準じて行なった。
【００３５】
試験片は、両側を金属製の枠で固定した２．０インチ×１２．０インチの大きさで、これ
を垂直に取り付ける。そして、試験片の下部が炎から０．７５インチの所に吊るし、１２
秒間１．５インチの炎にあてる。測定項目は燃焼長、残炎及びドリップ物の焼炎を測定し
た。
（発煙量測定方法）
ＡＳＴＭ　Ｆ８１４－８３の試験方法に基づいて行った。試験装置はＮＢＳ発煙量測定装
置を使用した。
試験片　　３インチ×３インチ
評価方法　４分での煙濃度（Ｄｓ値）で表した。
Ｄｓ＝Ｖ／ＡＬ×ｌｏｇ１０（１００／Ｔ）
Ｖ：チャンバ容積
Ａ：試料表面積
Ｌ：光路長
Ｔ：透過率
【００３６】
表３（測定結果）
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【００３７】
「難燃性及び発煙性の評価」
評価基準は、燃焼長最大平均８インチ以下、残炎は最大平均１５秒以下、ドリップ物の燃
焼は最大平均５秒以下が合格、発煙量は４分のＤｓ値で１５０以下を合格とした。
「表面層の隠蔽性の評価」
表面層の隠蔽性は、肉眼で判断し、
○：裏面層の色が隠蔽されている、
△：表面の色の薄い部分において多少裏面層の色が透けて見える、
×：全く隠蔽性がない
と評価した。
【００３８】
「表面層の耐摩耗性の評価」
表面層の耐摩耗性は、テーバー摩耗試験（ＪＩＳ　Ａ１４５３）にて測定した。
測定条件
荷重：１５ｋｇ
回転数：５００回転
摩耗輪：Ｈ－２２
評価基準
○：試験後に裏面層が全く見えない。
△：試験後に裏面層が僅かに透けて見える。
×：試験後に裏面層まで摩耗する。
【００３９】
【発明の効果】
本発明の装飾材は、
（請求項１）の構成により、表面層に難燃剤を添加しなくても、裏面層に膨張性黒鉛と、
水和金属化合 び錫化合物の３種の化合 添加することにより、装飾材の構成体とし
て低発煙性で優れた難燃効果を示し、しかもハロゲン系の樹脂や難燃剤を使用していない
ので環境にも良く、又、表面層には難燃剤が添加されていないので自由に色や模様を施す
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ことが出来、更には耐汚染性、耐傷性に優れた装飾材を提供することが出来る。
【００４０】

請求項 ）の構成により、請求項１の効果に加え、装飾材の裏面全層に膨張性黒鉛を入
れなくても難燃効果が得られ、経済的に有意である。 より自消性及び低発煙性に優
れた装飾材となる。
（請求項 ）の構成とし、表面層の厚さを５０μｍ以上で、且つ裏面層の厚さの２／５以
下の厚みとすることにより、隠蔽性、耐摩耗性、耐スクラッチ性等の表面性能が向上し、
且つ低発煙性で、且つ難燃性に優れた装飾材を得ることが出来る。
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