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1. はじめに

合成樹脂やコンクリートなどの

マトリックスを，織物や連続繊維の

糸状体および切断繊維のシート状体

などの繊維材料で補強することによ

り，高性能・高機能な複合材料を得る

ことが種々検討され，新たな高性能

な製品を生み出している。

金属材料あるいはコンクリート

などの建築構造物に代わる，より軽

量，高強度，高弾性の高機能材料とし

て，その重要性は近年ますます高

まっている。

従来，これらの補強用繊維材料と

しては，ガラスなどの無機繊維が主

流であるが，近年新しい技術開発に

よりアラミド，直鎖ポリエチレン，ポ

リビニルアルコールなどの有機合成

繊維の利用が積極的に検討されてい

る。

当社においても，高強度・高弾性

なビニロンチョップドストランド繊

維（図1）からなる不織布を開発し，

補強材用途での有用性を把握中であ

る。大日本インキ化学工業の協力を

得て，FRP（Fiber Reinforced Plastics：

繊維強化プラスチック）用補強繊維

材料として有効であることが検証さ

れFRP防水，防食分野にテスト販売

を開始した。

本稿を借りて当社が新たに開発

したFRP用補強繊維材料を紹介した

い。

2.  ビニロンチョップドストラ

  ンド繊維不織布

2-1.開発の背景

近年，FRPに使用されている補強

用繊維材料の主流はガラス繊維材料

である。ガラス繊維が繊維強度，剛性

などの機械的物性や耐熱性，寸法安

定性に優れるからである。

また表面処理することにより樹

脂の含有率の変化自由度や含浸性に

優れるなど，加工性にも優れ，かつ低

価格のため，補強用シートとして好

適とされている。

しかしながら次のような問題点

を抱えている。

(1) 安全性および環境影響に対す

る意識の高まりに伴い，施工時に発

生するガラス繊維粉塵による皮膚刺

激（チクチク感）およびそれを原因と

する炎症が問題視され，人体や環境

に優しい素材が求められている

(2) 補修，修理などで発生する産業

廃棄物が問題視され，焼却処理また

は再利用可能な非ガラス系有機合成

繊維からなる補強用繊維材料が求め

られるようになった

(3 )ガラス繊維で補強されたFRP

の物理的弱点は，耐衝撃性能に劣る

点である。FRPの耐衝撃性能，とくに

耐落球衝撃性能の向上を図ること

は，成型体に衝撃が加わった際の製

品の品質および外観を維持する上で

重要である

補強材としてガラス繊維を使用

する以上，これらの問題点を解決す

ることは難しい。そこで，従来品の問

題点を解決するために，高強度，高弾

性な特性を有する有機合成繊維から

なる補強材を開発した。

また環境に対する配慮は，繊維材

料ばかりではなく，樹脂のスチレン

臭も改善する必要がある。臭気の低

減化，無臭化が求められている。した

がって安全かつ環境に優しい有機繊

維からなる補強材と低臭樹脂との組

合せで新たなF R P を開発すること

が，当社と大日本インキ化学工業の

狙いである。

2-2. 開発製品

FRP用ビニロン繊維不織布について
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図1　チョップドストランド繊維
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樹脂と複合体を形成する場合，補

強用繊維材料はチョップドストラン

ド繊維不織布（収束繊維と開繊繊維

が混在）が最適である。集束繊維の残

存は，シート密度を高め，樹脂中の繊

維の充填量を増やし，かつ集束繊維

の剛直性などにより，高強度・高弾性

をFRP製品に付与するための必須用

件である。

従来は，有機繊維を集束状態で残

存させたままシート化することは，

困難と考えられていたが，カードマ

シンの構造およびカーディング条件

を工夫することで，集束繊維の開繊

度合を制御することに成功した。

その結果，集束状態の未開繊繊維

群を積極的に残存せしめて高性能な

FRP製品が得られる補強用繊維材料

を開発することができた。

捲縮のない直線状の高強度ビニ

ロンチョップドストランド繊維を主

体としたシートは，未開繊繊維が

シート全体に均一に分散され，かつ

多方向に配列するので，高強度，高弾

性で方向性の無いFRP製品を得るこ

とができる。

新規に開発した，高強度なビニロ

ン繊維からなるバイリーン ビニロン

チョップドストランドマット製品

（VMマット）を表１に示す。

これらは代表例であって限定さ

れるものではない。生産可能最大製

品幅は1,300mmである。また生産可

能製品目付（質量）は60～1,000g/㎡

である。ビニロンチョップドストラ

ンドマット単体品とその表面に薄層

を形成したサーフェイス付き品があ

る。サーフェイス付き品はFRP製品

表面の平滑な仕上りを可能にする。

VM マットに使用している高強度

ビニロン繊維の物性を表2で示す。

ガラス繊維に比べて強度的には

若干劣るが，汎用のビニロン繊維に

比べて引張強度で約2倍，ヤング率で

約4倍の高性能な物性を有している。

VM マットは本高強度ビニロンと

スチレン可溶接着繊維で構成され

る。VMマットの繊維配合を表3で示

す。

接着繊維は施工または取扱いに

耐える強度を付与するために使用す

る。またVMマットの生産工程図を

図2で示す。

ニードルパンチでは樹脂との複

合時に層剥離が発生しない程度に，

軽く繊維絡合せしめる。ニードルパ

ンチ実施後，接着繊維の融点温度領

域までドライヤー内で加熱するとと

もに軽くプレスして繊維組織を固定

する。

接着繊維は樹脂の含浸性，保持

性，さらには加工形状追従性などの

観点からスチレン可溶品がより好ま

しい。

2-3.製品の特徴

高強度なビニロンチョップドス

トランド繊維とスチレン可溶接着繊

維からなるVMマットは，従来のス

チレン可溶タイプのガラス繊維マッ

トと同様な扱いができ，かつ次のよ

うな特徴を有している。

(1) 繊維組成（ビニロン）に依存す

る特性

① 繊維粉塵による皮膚刺激（チク

チク感）がない

② 繊維の破断に伴う粉塵が少なく

作業（施工）現場がきれいである

③ 耐候性，耐薬品性に優れている

図3，4，5，6で常温で実施した酸

およびアルカリに対する耐性試験結

果を示す。VM マットはガラス繊維

マットに比べ，優れた耐薬品性が期

待でき，防食ライニング用途にも適

していることが容易に推定される。

④ 繊維比重の関係から，同厚みの

ガラス繊維補強FRPに比べて軽

量である

⑤ 廃棄物の焼却処理が可能である

(2)繊維物性および繊維状態に依

存する特性

①非常に優れた耐衝撃性能をFRP

に付与する

未開繊繊維と開繊繊維の混在比

率をコントロールすることで，FRP

の引張，曲げ強度を低下させること

なく耐落球衝撃性能を高めることが

   表 1　VMマット（バイリーン ビニロン チョップドストランドマット）

項目 単位 VM-110 VM-135 VM-150 VM-290

目付 g/㎡ 110 135 150 290

厚み ｍｍ 0.83 1.00 1.10 1.25

備考 ・製品有効幅：1,300mmまで生産可能
・目付：60～ 1,000g/ ㎡まで生産可能
・サーフェース付き品も生産可能

　表2　高強度ビニロン繊維物性表

項　目 単位
高強度 汎用

Eガラス
ビニロン ビニロン

繊 維 径 μｍ 22 12 13

繊 維 長 mm 45 51 50

引張強度 MPa 1,520 800 2,150

引張伸度 ％ 5.5 １４ 4.0

ヤング率 GPa 34 9 68

比　重 g/m3 1.3 1.3 2.54

   表3　VMマットの繊維配合

               繊  維 配合比率 備　考

高強度ビニロン 90％ チョップドストランド

スチレン可溶接着繊維 10％ ポリエステル系 図2　VMマットの生産工程

カードウェブ ニードルパンチ 繊維接着 巻取り⇒ ⇒ ⇒
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できる。

表4でVMマットで補強したFRP

の衝撃試験結果を示す。

ガラスマット補強品は10cm の高

さからの落球でヒビが発生したのに

対し，VMマット補強品は120cmの

高さでヒビが発生した。VM マット

補強品は耐落球衝撃性に非常に優

れ，幅広い用途展開が期待できる。

② 樹脂の含浸性および脱泡性が

優れる。繊維密度増を図ること

ができ，方向性のない高強度，高

弾性なＦＲＰがえられる。表5で

FRPの物性を示す

③ サーフェイス付きVMマットは

平滑で美しい仕上がり外観を

FRP に付与する。ほとんどの場

合，バリ取り作業が不要になる

④ はさみで裁断可能で，かつ，手

でも引きちぎれる

さらに，マットを重ね合わせた時

に段差が発生しないように，両耳部

に50mm程度の薄い部分を設け，か

つ，重ね合わせ位置が目視確認でき

るよう耳と有効幅の境界に赤色のラ

インをいれたり，着色繊維を混入し

たサーフェイス材を複合したりし

図5    耐水酸化ナトリウム性 図６　耐アンモニア水性

図４　耐硫酸性図３　耐塩酸性

      項　　目 単位 測定値

引張強度 Mpa 40

引張弾性率 Mpa 2,600

引張伸度 % 5.5

曲げ強さ Mpa 55

曲げ弾性率 Mpa 1,500

条件；VMマット：VM-135
使用樹脂：大日本インキ化学工業製　
ポリライトFR-200系
繊維含有率：10wt%

表５　VMマット補強ＦＲＰ物性表

単位 ガラスマット VMマット
補強ＦＲＰ 補強ＦＲＰ

耐落球衝撃性 cm 10 120

繊維含有量 wt% 30 20

条件：ＦＲＰ成形板の厚さ：3mm
使用樹脂：大日本インキ化学工業製 ポリライトFH-123
試験方法：kgの鉄球を落下させ，クラックの発生する高さを測定

表４　VMマットの耐衝撃性（当社測定）

3



4 NONWOVENS  REVIEW

て，作業ミスの防止に配慮している。

2-4. 用途展開

当面の用途ターゲットはFRP防水

および防食分野である。人体・環境に

やさしい，高強度・高弾性および優れ

た衝撃性をFRPに付与する，優れた

耐薬品性を有するなどのVMマット

の特長を生かすのが狙いである。

防水工法には，下記に示す工法が

あり，FRP防水工法のシェアは全防

水工法の約4%程度といわれている。

(1) FRP防水

(2) 塗膜防水

(3) シート防水（塩ビ系，ブチル系）

(4) アスファルト防水

FRP防水は軽量，優れる耐久性お

よび速硬化性などの特性を生かし，

改修分野，屋上防水，ベランダなどの

用途に実績を伸ばしている。

図7でFRP防水施工実績を示す。近

年の成長性は毎年10%を超える傾向

を示し，’98年度のFRP防水の施工面

積は約300万㎡を超え，低迷を続ける

FRP需要の中で唯一プラス成長を続

けている市場として注目されてい

る。

表6でFRP防水の適用部位を示す。

小規模面積および複雑な形状部

図７  FRP防水施工面積推移
1)
　　　

位に適している。一戸建て住宅のベ

ランダ，プール，浴室，小規模屋上が

安定した市場である。したがって粉

塵や臭気をはじめとする環境対策が

より重要となる

現在，当社の用途開発がもっとも

進んでいるのがFRP防水分野で続い

て防食分野，SMC分野，ハンドレイ

アップ成形品分野である。

3. 最後に

新規開発のVMマットを市場に定

着させ，かつ拡販するためには，まず

本製品の良さを理解していただくと

ともに使い慣れていただく必要があ

る。

そこで施工マニュアルの充実を

図り，関係会社の協力を得ながら，き

め細かいプレゼン活動を実施中であ

る。併せて施工団体の検定用材料と

して使っていただくことが早道と考

え，人・環境にやさしい本製品の特長

をアピール中である。

また，さらなる用途開発が重要で

ありFRP防水，防食以外の用途とし

て，SMCをはじめとするFRP成形品

への適性把握を急ぐとともに，多様

なハイテク有機繊維の活用で，より

高機能なFRP用不織布の開発を積極

的に行う考えである。

                   参考資料

1） 防水ジャーナル1998年12月号

ただし，’98年度はFRP防水に使

用された樹脂量より算出

              部　位 ベランダ
一般屋上 駐車場

   項　目 小部屋

施工面積 小 中 大
　　  形状 複雑 単純 単純

      耐 久 性 小～中 中～大 大

     環境考慮 大 中 中～大

ＦＲＰ防水 ◎ ○ △～○

工 塗膜防水 ○ ○ ◎

法 シート防水 △ ◎ △

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 △ ◎ ○

　適性評価：適性　◎＞○＞△

表6　ＦＲＰ防水の適用部位
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