
図 1 耐トラッキング性試験 

1.前書き 

松下電工では、長年の熱硬化性樹脂成形材料の商品開発力を活かし、近年、新たな素材への取

り組みとして「特徴ある PBT 樹脂成形材料開発」に力を注いでいる。 

本稿では、当社の特徴ある PBT 樹脂成形材料の商品群（「低反りタイプ」、「耐加水分解性タイ

プ」、「耐トラッキング性タイプ」）の中から、「耐トラッキング性 PBT 樹脂成形材料」に関してレ

ポートさせていただくものとする。 

 

地球環境などの問題から電気部品メーカー、あるいは自動車電装部品メーカー等では、部品の

小型化、軽量化に関する開発を活発に進めている。たとえば多機能型スイッチは、端子間距離を

広くとらないと部品の電気信頼性が得られにくく、その結果部品を大きくせざるを得ないという

問題がある。このような相反する問題を克服するために各部品メーカーはスイッチの形状に工夫

を凝らしているが、形状だけでは限界があるため、スイッチを構成している絶縁物に電気特性に

優れた材質を使用するのが一般的となってきている。 

一般的にスイッチ部品の材料に要求される特性には、機械強度、耐熱性、電気特性がある。こ

れらの要求特性を考慮すると熱硬化性の不飽和ポリエステル樹脂成形材料、又は熱可塑性のポリ

ブチレンテレフタレート（以下 PBT と略す）樹脂成形材料が材質として選択されることが多い。

しかし熱硬化性成形材料は脆く割れやすいため成形品肉厚を厚くする必要があり、部品が大きく

なりがちである。一方熱可塑性の PBT 樹脂成形材料は割れにくく肉厚を薄くすることが可能であ

るが、電気特性が劣るという欠点があり要求特性の全てを満足する適切な材料は存在しなかった。 

各成形材料メーカーもその実情は十分認識しており、PBT 樹脂成形材料の電気特性を向上させ

る取り組みを長年行っているが著しい成果はみられなかった。 

しかし当社は困難であった機械強度、耐熱性、電気特性の要求特性を満足した「耐トラッキン

グ性 PBT 樹脂成形材料」を開発することに成功した。 

本稿では PBT 樹脂成形材料の電気特性を向上させるために開発したポリマーアロイ技術と開発

した「耐トラッキング性 PBT 樹脂成形材料」の性能について報告する。

 

2.電気特性 

報告に先立ち電気特性の評価方法と意味について簡単に説明す

る。 

2.1 耐トラッキング性 

耐トラッキング性試験の内容は以下の通りである（図 1）。成

形品に 2 本の電極を接触させる。極同士は接触しておらず一定の

距離を開ける。そして両電極に電圧を掛ける。そのままだと接触

している成形品は絶縁物質なので電流は流れることはないが電極

間に電解液を滴下して意図的に電流が流れるようにする。電流が

流れるときに発生する熱により電解液は蒸発し、また絶縁状態に戻るが成形品もその熱で炭化が進

み炭化層が形成されていく。そして最後には導電、発火に至る。電気特性が良いと高い電圧でも発

火には至らない。 

電気特性を向上させた PBT 樹脂成形材料のご提案 



  

最近トラッキング現象により火災が発生したとのニュースを耳にした方も多いと思われるが、そ

れはコンセントの差込口に長年に渡り埃や水分が付着し、上記の現象が引き起こされ発火したケー

スである。これらの事象からも想像できるとおり耐トラッキング性とは低負荷、通常稼動時の安全

性を評価する方法であり、電気特性の中でもこれを重視する動きが最近高まっている。 

2.2 耐アーク性 

耐トラッキング性と同様に成形品に 2 本の電極を接触させる。電極同士は接触させず一定の距離

を開ける。そして両電極間に短時間高電圧を掛ける。高電圧のため、空中放電が起こり空気中にア

ークが走る。その時の熱で成形品は徐々に炭化が進み最後には導通、発火する。電気特性が良いと

導通するまでの時間が長くなる。これは電気部品がショートした場合を想定した試験であり落雷等

の突発的な現象時の安全性を評価する方法である。 

 

3.PBT 樹脂成形材料の電気特性向上原理 

3.1 電気特性向上の手法 

耐トラッキング性、耐アーク性試験を行うとテストピース表面には多量の燃えカス（炭素）が付

着する。この燃えカスが導電物質となり、それを伝って端子間を電流が流れて短絡が引き起こされ

る。燃えカスは材料中に含まれる有機物が試験時に発生するアーク熱で炭化して発生する。よって

電気特性を向上させるにはアーク熱による燃えカスの発生や付着が少なければ良い。 

そのためには 2 通りの方法が考えられる。 

（１） 燃えカスを発生させない 

材料中に含まれる炭素の割合を低減させる。又は耐熱性を向上させて炭化し難くする。 

（２） 発生した燃えカスを付着させない 

燃えカスは有機物が不完全燃焼した時に発生する。有機物は完全燃焼したら二酸化炭素（CO2）や水

（H2O）となるため燃えカスとして付着しない。 

 （１）の方法は PBT 樹脂を使用する限り耐熱性を更に向上させることはとても困難なため（２）

の方法で開発を行った。 

 

3.2 完全燃焼しやすい分子構造 

PBT 分子（図 2）は C-H 結合とベンゼン環を持っている。このベンゼン環は分子内に 2 重結合を有

しており非常に安定した分子構造となっている。よって完全燃焼するためには高いエネルギーが必

要であり、もし中途半端なエネルギーを与えれば

不完全燃焼して燃えカスとして残ってしまう可

能性が高い。 

一方の C-H 結合の部分は比較的容易に分解が進

み、完全燃焼しやすい。よって電気特性の向上

には PBT 樹脂に含まれる不完全燃焼しやすいベ

ンゼン環の割合を低下させるのが有効である。そしてその割合を低下させるにはポリマーアロイが

効果的である事が判明した。 

 

4.ポリマーアロイ技術 

  セラミックス等の金属材料は複数の金属原子を組み合わせたアロイ金属である。プラスチックを

はじめとした高分子材料においても金属材料と同様に異種の高分子を複合することがあり、こうし

た多成分系高分子材料技術をポリマーアロイと呼ぶ。 

単純に異なる樹脂をポリマーアロイすると材料の強度等が大きく低下する場合が多い。これは樹

脂同士の分散状態の悪さに起因することが多い。よって狙いの物性を持つアロイ材料を得るために

図 2 ＰＢＴ分子構造式 



は、できるだけ均一な樹脂分散状態をつくることが重要である。 

 

5.当社開発材（「耐トラッキング性 PBT 樹脂成形材料」）の性能 

以下にポリマーアロイを検討した結果、得られた当社開発材の性能をご紹介する（表 1 参照）。開

発した材料の電気特性を測定した結果、一般的な PBT樹脂成形材料と比較して大きく向上している。

その数値は IEC 法で耐トラッキング性 600 、耐アーク性 120 sec になる。また、さらに厳しい試験

条件で耐トラッキング性を評価した。試験条件は

DIN 法で溶液にアルキルナフタレンスルホン酸ソ

ーダ 0.5 %＋塩化ナトリウム 0.1 %水溶液を使用

し、印加電圧は 380V である。開発材料はその条

件下で溶液を 101 滴以上滴下しても導通しないこ

とが確認できた。また強度特性も約 10 %の低下に

抑えることができた。要求特性以外にポリマーア

ロイの効果で低比重化、高衝撃化の特徴も付与す

ることが可能となった。低比重化は成形品の軽量

化につながり部品コストの低減にも効果が期待

できる。高衝撃化は勘合機能（スナップイン性）

を有する成形品の耐久性を向上させる。

6.評価事例 

この電気特性に優れる「耐トラッキング性 PBT 樹脂成形材

料」は多分野で展開が検討されており、いろいろな評価検討

が実施されている。以下に、一例を示すものとする。 

図 3 に示す試験装置では電極間にアークが発生し、電極に

近い 3 方向の壁面材が炭化する。この壁面に電気特性に優れ

る PBT 樹脂成形材料を使用すると測定ポイントの絶縁抵抗

値が大きくなる。 

 

 

 

 

 

これは電気特性に優れる PBT樹脂成形材

料のアーク熱によるカーボン発生が少

ないことを証明している（図 4、図 5）。 

 

 

 

 

７.当社からの提案 

本投稿で紹介した PBT 樹脂成形材料は車載用スイッチで採用が進む一方、電気部品分野でもその

品質が認められ、ブレーカを始めとする製品にも応用されている。 

また、現在 PL 法、IEC 規格の整合の観点から成形材料に対する電気特性向上のニーズが高まりつ

つあり、益々コスト、性能に対する要求も厳しくなることが予想されている。 

松下電工では、幅広いバリエーションの PBT 樹脂成形材料でこれらの要求にお応えしている。 

単位 当社開発材 一般PBT 材料 

特性  GF 20 % GF 20 % 

引張り強さ MPa 99  107  

引張り伸び % 7.8  3.0 

曲げ強さ MPa 151 165 

アイゾット衝撃 J/m 89  72 

比重 - 1.33 1.45 

耐トラッキング - 600 250 

耐アーク s 120  80 

熱変形温度 ℃ 195  205 

図 3 絶縁抵抗試験装置 モデル図 

図 5 開発材料の絶縁抵抗

  試験結果 

表 1 開発材の特性 

 図 4 一般 PBT成形材料

 の絶縁抵抗試験結果 



 以下に「低反り PBT 樹脂成形材料（MBS315V）」「耐加水分解性 PBT 樹脂成形材料（MBS336V93）」

の特性をご紹介する。 

 

■低反り PBT 樹脂成形材料（MBS315V） 

①一般性能（GF15％）      ②反り比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■耐加水分解性 PBT 樹脂成形材料（MBS225V93） 

①一般性能（GF30％）            ②高温高湿（85℃×85％）処理後の曲げ強さ比較

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更に松下電工では環境調和の観点からリグラインド工法による材料提案も行っている。通常成形

工程で発生した廃プラは粉砕混合して再利用されるか場合によっては廃棄されるのが一般的であ

る。それに対して松下電工ではリグラインド工法として、回収した粉砕品をペレット混練時から原

材料の一部としてリサイクルする取り組みを進めている。その利点は 廃棄物の削減はもちろんの

こと、粉砕混合と比較しての成形不良率の低減などが上げられる。 

 

もし詳細な内容、サンプル等がご必要とのことであれば下記までご一報を頂きたい。 

 

 

2003.6.19 (社)西日本プラスチック製品工業協会での講演内容 

お問い合わせ先（松下電工株式会社 電子材料分社  化学材料事業部 

西部化材営業所  大阪府門真市門真 1048 

         TEL：06-6906-7901、FAX：06-6906-7900） 

品番 松下電工 松下電工
 項目・単位 ＭＢＳ３１５Ｖ ＭＢＳ２１５Ｖ

MPa 100 108 110
MPa 125 150 150
GPa 7 7.8 8
℃ 175 190 200
mm 0.2 0.6 3.4

流れ方向 % 0.6 0.6 0.4
直角方向 % 0.9 0.9 1.2

外観光沢 有 無 無
耐炎性 V-0 V-0 V-0

一般ＰＢＴ

収縮率

引張り強さ
曲げ強さ

熱変形温度
曲げ弾性率
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品番 松下電工
項目 MBS225V93

MPa 114 137
MPa 177 183
GPa 9.1 9.2
℃ 205 203
mm 1.8 1.5

流れ方向 % 0.3 0.3
直角方向 % 1.3 1.5

一般ＰＢＴ

収縮率

引張り強さ
曲げ強さ

熱変形温度
曲げ弾性率
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一 般 　ＰＢＴ MBS225V93


