PROTECT

の難燃材料

成功のための 4ステップ
初期材料
選定

技術チームが顧客の開発部隊と密接に協同し
て、
プロジェクトの早い段階に専門知識を提供
することで、製品の難燃性要求を最大限に満
足します。

技術チームが高度な設計能力、特に MMIテク
ニール®デザイン予測シミュレーションツールと
熱可塑性樹脂部品の挙動モデルのサービスを
活用して、顧客をサポートします。
さらに、3Dプロトタイピング向けのシンターラ

設計シミュレー
ション＆試作

イン™ テクニール®パウダーは、高いコスト効率
を実現して、開発時間も最適化します。

認証

ソルベイエンジニアリングプラスチックスは、UL
認証の社内試験（UL746A, フランスと中国）
を有
し、技術チームは顧客が最適な材料認証が得ら
れるよう、経験や専門知識を提供します。

世界中の拠点でのサポートを通じて、我々の専
門家はそれぞれの顧客の固有な要求を全て満
足するよう支援します。世界中のグローバルネッ
トワークを活用することで、その専任チームが個
々にに応じた製品とサービスを提供します。

カスタマー
サポート

テクニール® の難燃材料

人命の保護
電気・電子製品業界においては難燃性・安全性にかけては、
リスク
を一切許しません。この厳格な分野に適合するため、
ソルベイエ
ンジニアリングプラスチックスは、建設・照明・再生可能エネルギ
ー用途から、一般電子機器・一般家電製品・輸送産業などまで、数
多くの難燃性ポリアミドソリューションを開発してきました。
テクニール ® ハロゲンフリーポリアミドは、卓越した電気性能、
成形条件幅、機械的強度を備えて、厳格さを増してきている
安全基準の影響に対して、その価値を証明してきていま
す。機能効率と良外観品質を両立させるTechnyl® は、
ソルベイの技術専門知識と世界中にある拠点を一本
化し、革新的な手法をもって顧客の要求を満足します。

より安全な世界へ
今 日 世 界 をリードしてい るメーカ ー は 小 型 化と多 機 能 化 を
推 進 する た め 、より小 さく複 雑 な 部 品 開 発 を 続 けてい ます。
この要求を満足するために、使用される材料は高耐熱性と高難燃
性を備えなければなりません。
利益をもたらす金属や熱硬化樹脂代替の強い要望から電子・電
気機器へのポリアミドの使用量は、一定の割合で増えてきていま
ミキサーから洗濯機までほぼ全て
す。現在テクニール ® 材料は、
の一般家電用品から、コネクター・接触器・回路ブレーカなどの
産業機器にも使われています。
より安全な世界に進む ことは、 よりきれいな環境にまい進し
ていく ことを意味します。テクニール ® ハロゲンフリーポリアミ
ドでソルベイエンジニアリングプラスチックスは、業界標準と厳
格な法規制を満たすことはもちろんのこと、積極的に生態系へ
の影響を軽減しています。

テクニール® 材料の用途例と特徴
高い安全基
準に 適 合

テクニール®
製バスシート

テクニール ® は、電気機器市場に適応
される最も厳しい 法規制、特に UL と
IEC認証、耐火と防煙認証、UL 5VAや
太陽光発電技術向けの f1レーティング
などの要求に適合します。
ソルベイエンジニアリングプラスチッ
クスはヨーロッパ（フランス）
とアジア
（
中国）で、社内 UL 試験設備と認証サー
ビスを提供しています。

優れた諸物性

性能比較
HDT (1)
1

テクニール®
製小型遮
断器

テクニール ® 材料は優れた流動性
に加え、最適な機械的特性と電気
的性能を有します。製造業者は小
型化を追求するために、
より小さく
複雑な部品製造を可能にします。

(3)

RTI (5)
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(1)
HDT: 熱変形温度; (2) GW: グローワイヤ
UL 94: 耐炎試験; (4) CTI : 比較トラッキング指数
(5)
RTI: 相対温度指数

生産効率

テクニールスター®は、成形温度が
低くても高い流動性を示し、
さらな
るサイクル時間短縮と機械摩耗の
低減に寄与します。
テクニール®製コネクター

環境保護

テクニール ® 製品は、以下のヨーロッ
パ向け家電製品環境廃棄物管理の法規
制に適合します：

RoHS(1) 2002/95/CE
WEEE(2) 2002/96/CE
ソルベイは、顧客と詳細なライフサイク
ル分析を行い、製品の環境への影響を
評価・最適化します。
(1)
(2)

特定有害物質の使用制限；
電気・電子機器の廃棄物管理。

GW (2)

CTI (4)

ハロゲンフリー難燃のポリアミド
は、従来の難燃材料より低腐食性
を追求した材料で、生産設備の寿
命を延ばします。

テクニールスター® LED製LED
ハウジング

衝撃

0,5

UL 94 (3)

流動性

テクニール® S 60G1 V30
PA 6.6 GF25 (ハロゲン系難燃)

サイクル時間比較
（小型家電部品）

TechnylStar® S 60G1 V30

-35%

PA 6.6 赤リン系難燃剤
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革新的材料
融点と使用温度の関係
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加工安定性を向上させます。

顧客に対する主な利点
• 市場最高レベルの電気性能
• 低温成形加工性能
• 金型と射出成形設備に対する低腐食性
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溶融温度 (°
C)

ソルベイが特許を取得している新高分子技術で開発したテクニール®
Oneは、高温特性が優れる上に、金型に対する腐食性を低減して、成形

Technyl® One
Technyl® 热表现
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金属腐食性
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総腐食率 (%)

製品特性
• RTI 150℃（肉厚0.4㎜）
イエローカードに記載
• UL94 V-0 @0.4mm, CTI 600V , GWFI 960℃ @0.8mm
• 優れた耐湿性のため、一般ポリアミドより寸法安定性が30%向上
• 50%ガラス繊維充填材料でも優れた表面外観
• 要求に応じた調色
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小型化、多機能の電気保護機器
例えば、高域小型遮断器（MCB）
・配線用遮断器（MCCB）
・接触器など高い
電気性能が求められる用途。

0

FR PPA*
(300°C)

Technyl® One
(300°C)

Technyl® One
(320°C)

FR PPA*
(320°C)

* 一般の難燃グレード

製品一覧表
機械強度
Technyl® One J 60X1 V30
TechnylStar® LED A 60TH 1-3

5V
A

TechnylStar® AFX 60G1 V45

LED

V-0

TechnylStar® S 60G1 V30
Technyl® A 60G2 V30

ハウジング

94
UL

シート構造体
(バス＆電車)

Technyl® A 60G1 V25 / V30

コネクター.

Technyl® A 21T3 V25
Technyl® C 52G1 MX25
Technyl® C 52G4 MZ25

自動車
（構造部品と電
装部品）

94

Technyl® C 52G 1 V20/25

UL

配電システム

MCB

V-2

端子台

94

Technyl® A 62M1 V25

UL

Technyl® A 50X1

工業用制御装置
接触器

性

Technyl® AT 20 V25

燃

Technyl® A 20 V25

Technyl® B 50H1

難

Technyl® A 50H1

V0

太陽光発電
ジャンクションボ
ックス
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The information contained in this document is supplied in good faith. However it is given as an indication. It shall not be construed in any way as a formal commitment or warranty on our part, notably
in respect of the eventual infringement of any rights of third parties who may use our products. Solvay disclaims any warranty of fitness for use or for a particular purpose. These indications must not, in
any case, be substituted for the preliminary tests which are indispensable, in order to determine the suitability of the product for each particular case. Technyl® is a trade mark registered by Solvay S. A.
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