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はじめに

難燃剤に
関する
2021年版
新ガイドへ
ようこそ

「このブローシャを皆さんにお届けできることを嬉しく思います。まず、
私自身の経験に基づく考えを述べさせてください。難燃剤の世界に入る
前、私は石油化学工場で環境・健康・安全部門を担当していました。そこ
では、爆発物、腐食性物質、毒性物質、生態毒性物質、発熱物質、そして可
燃性物質など、「重大事故ハザード」と呼ばれるあらゆる種類の危険の管
理が求められていました。ここで「火」の話につながるわけですが、火は 

「管理」できるのでしょうか？ある程度までは可能です。火災が完全に制
御不能になる前の初期段階であれば、リスクを最も適切に管理できます。
そして、この初期段階での制御こそ、難燃剤の役割です。難燃剤は分子レ
ベルで機能して着火を完全に防ぎ、また火の広がりを遅らせる働きをしま
す。 

では難燃剤の歴史を簡単に紹介しましょう。難燃剤の使用は古代ローマ
人やギリシャ人にまで遡ることができますが、この業界が本格的に発展
したのは、50年代から60年代にかけてのプラスチックや合成繊維の登場
以降のことです。私たちの生活空間や輸送システムには、ますます多くの
可燃性物質や着火源が使われるようになっており、そのリスクを低減する
には、火災安全基準が不可欠であることがすぐに明らかになりました。電
気・電子機器、家具、断熱材など、さまざまな製品に標準規格が設けられ、
難燃剤業界の発展の原動力となっています。こうした標準規格は、難燃剤
やポリマー化学の急速な進歩をもたらし、その傾向は現在も続いており、
世界で70億ドルとも言われる難燃剤産業を生み出しています。

最後になりますが、特殊化学品の分野においては、生命の安全などの
社会的な利益を主張できる物質は非常に少ないと思います。
私たちBSEFは、この分野における私たちの業界の貢献を誇りに思って
おります。

このブローシャの内容がお役に立てれば幸いです」

Kasturirangan 
Kannah
国際臭素協議会（BSEF）理事会会長

˝特殊化学品の分野において
は、生命の安全などの社会的
な利益を主張できる物質は非
常に限られています。 
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国際臭素協議会（BSEF）は
1997年に設立されました。
それ以来、幅広い用途や産業
部門での臭素系技術の用途や
メリットに関する、知識の向上
と拡大に努めてきました。 
私たちは、科学とイノベーションを強く信じています。BSEFのメン
バーは研究開発への投資を通じて、社会のニーズに合う安定した
臭素系技術を生み出しています。

臭素は生命に不可欠な化学元素
です。－「臭素がなければ、動物は
存在しない。これは発見です。」
— Billy Hudson博士
臭素は細胞組織の発達とアーキテクチャにおいて、Ⅳ型コラーゲンの足場の構成に不可欠な微量元素です。 
2014年6月、6号　157巻

BSEFについて
• 様々な用途での臭素使用の開拓、促進、支援のために、

国内、地域、国際的レベルでの様々な下流組織と連携し
ています。

• 臭素や臭素系技術の多くのメリットを後押しし、業界の
技術的な進歩をサポートしています。 

• 臭素や臭素系化学物質が人間の健康や環境に果たす
役割を検証するための、科学的研究プログラムを積極的
に実施、資金提供を行っています。

• BSEFではその知識を自由に共有しており、いかなる商
業的や取引的な業務も行いません。

• 人類の持続可能な未来に不可欠で本質的な貢献をする
ものとして、臭素の長期使用を推進しています。

• 臭素の安全な使用と取り扱いを推進し、世界の化学業界
のレスポンシブル・ケア活動を支援します。

www.bsef.org @BromineInfo

˝
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難燃剤とは何か、必要な理由と、
どのように機能するのか？

難燃剤：graphic
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火 -
人類の
友であり敵

人類が火を利用する能力は、間違いなく人類の文明の基礎
となりました。火は人類に光、熱、そして調理能力をもたらしま
した。しかし自然災害や事故では、残念ながら火は破壊や死
をももたらします。
今日でも、火の破壊的能力を最小限に抑えるために、火は慎
重に扱う必要があり、予防措置が重要です。不意に発生した
火災や食い止められなかった火災は、大規模な破壊や負傷、
人命の犠牲を引き起こす可能性があります。そのため、火災
のリスクを最小限に抑えるために、また、万が一火災が発生
した場合には、その延焼を可能な限り抑制するために、現実
的なあらゆる手段を講じることが重要です。

難燃性は、現代の
建築物や製品安全性に
欠かせない要素です。
効果的な難燃剤は、火災防止や延焼速度の抑制に役立ち、
対策や介入を行える時間を引き延ばすことができます。この
ように難燃剤は、火災安全戦略に欠かせない重要な役割を
担っています。

「消費者のニーズが複雑化する一方で、安全・安心を確保する必
要性が高まっています。人命の犠牲を伴う火災を防ぐ難燃剤は、様
々な経済活動や商品に使用され、火災のリスクから私たちの命や
財産を守り、安全・安心の確保に大きく貢献しています」

「しかし、安全・安心な社会が当たり前になると、経済活動に関与し
ている人も含め、私たちは安全・安心の制御に必要な技術やテクニ
ックの恩恵を忘れがちです。難燃剤の役割や、難燃剤によって実現
する安全・安心についても同様のことが言えます」

渡邊 宏 
日本化学工業協会　業務執行理事

˝難燃化 - 3000年以上の
歴史を持つ技術
約3000年前の古代エジプト文明においても、人類は燃えやすさを抑える
ための処理やコーティングを行っていました。エジプト人は、建築物に使う
葦や草を海水に浸してミネラル塩を含浸させ、難燃性を持たせていたこ
とが知られています。また、中国文明やローマ文明では、建築に使う木材
を定期的にミョウバン水溶液に浸し、耐火性を高めていました。

難燃化 - 現在においても
優先課題
難燃化は今日でも非常に重要な課題であり、私たちの生活の幅広い範囲
に及んでいます。私たちは仕事をしたり、旅行をしたり、電子機器を持ち歩
いたりしていますが、その際の環境や機器が、可能な限り安全であること
が当然だと考えています。
また、様々な電子機器が日常的に使用されているのを私たちは当然と考
えています。しかし、適切な難燃化が行なわれていなければ、これらの機
器は火災の原因になる可能性があります。身の回りの家具やファニシング
も同様です。
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不燃性や難燃性の商品を作り、多くの部門や科学的分野の協力を
得ることで、火災で失われる尊い命や財産の数、そしてそれに伴う
恐ろしい社会的影響を最小限に抑えられます。

北野 大
日本の淑徳大学元教授、

『難燃学入門 -火災からあなたの命と
財産を守る』著者

そのため、私たちが住む建物や働く場所、私たちが使用する飛行機や電
車、自動車などの輸送手段、そしてこれらの場所で使用されている家具や
機器など、より多くの場面で適切な難燃化を施す必要があります。 

このような広範囲にわたる
安全対策の必要性から、
難燃剤の使用は、
現代生活のますます多くの場面で、
必要不可欠になっています。
グリーン経済の課題に対応するには、材料科学の進歩と並行して、難燃剤
の科学も進歩させなければなりません。

˝ 難燃化 - 
3000年以上の
歴史を持つ技術

火災によるリスクを低減する能力は飛躍的に向上しています
が、実際に発生した火災から得られた教訓を今後も活かして
いく必要があります。

難燃剤は非常に貴重なものですが、火災の脅威に対抗する
ための一つの要素に過ぎないことを認識することが重要で
す。火災による損害や負傷を抑えるには、応用科学と効果的
な規制の両方が必要です。

火災の原因究明だけでなく、人や財産の安全と保護向上の
ためにできたことを解明するため、火災などの大規模な事故
の調査が日常的に行われています。例えば、スイス航空111
便の墜落事故や、イギリスのスティーブニッジにある高層ビル

「ハローコート」の火災などにおける事故後の調査から、使
用材料の耐火性に関する規制が変更されました。 

ですが、このような調査委員会の勧告は、難燃化だけに限定
されるものではありません。火災安全には学際的なアプロ
ーチが必要であることが調査で明らかとなっています。例え
ば、1985年に発生した英国エアツアーズ社製航空機の火災
に関する調査により、業界全体で航空機の設計を変更するこ
とになりました。この調査では、単に難燃剤の使用を増やす
だけでなく、非常口付近の座席レイアウト、床照明、耐火性の
壁や天井パネル、消火器の増設、避難規則の明確化などの
見直しが提案されました。 

火災を完全に防ぐことは
できません。そのため、
火災発生のリスクを
できる限り低減することが
私たちの目標です。
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「火災科学とは、火災がどのような挙動を示すか、どのように発火
して広がるか、どのように煙が出て、どのように鎮火させるかといっ
た知識を解明する科学分野です。こうした科学的知識がエンジニア
や当局に提供され、その知識から新技術が生み出されたり、以前か
ら効果があると分かっている既存のものと組み合わせたり、新しい 
ことを生み出したりといった取り組みが行われています。このよう
に、知識と技術を組み合わせることで、少しずつさらに安全な世界
を作っていくことができます」

Guillermo Rein
ロンドンのインペリアル・カレッジ機械工学科、火災科学教授

火災を完全に防ぐことはできません。そのため、火災発生のリスクをでき
る限り低減し、火災発生時の人身事故や物的損害の可能性を低減させる
対策を講じることが私たちの目標です。 

また、若者、高齢者、障害者など、最も弱い立場にあり、リスクの高い人々
を最大限に保護しなければなりません。そのため、火災安全規則は普遍
的なものではなく、使用される状況を反映したものとなっています。避難に
時間がかかる可能性がある場合、例えば運動能力が低下している人がい
ると、設計や使用材料に適用される規制にそれが反映されます。

火災予防の科学は、私たちが様々な事故から学んでアプローチを改良し
ていくごとに、進化し続けるでしょう。火災の脅威を完全になくすことはで
きませんが、あらゆる方法で今後もリスクを減らしていくことは可能です。

1 https://www.britannica.com/event/aSwissair-flight-111
2 https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/mother-and-two-firefighters-killed-in-tower-block-blaze-484887.html

フラッシュオーバー：
フラッシュオーバーとは、ある臨界温度に達したときに発生する現象です。室内の可燃性ガス
がほぼ同時に発火点に達することで発生し、火災が急速に拡大します。難燃剤は初期の燃焼
速度を低下させ、フラッシュオーバーの発生を遅らせます。これにより、避難時間を長く確保で
き、救急隊が到着する前に火や煙が広がるのを防ぐことができます。

˝ 難燃化の
近代史 

現代の難燃化技術の
誕生
防炎加工の歴史は長く、難燃化に関する近代の科学的原理
は、19世紀初頭にフランス人化学者であり物理学者である
ジョセフ・ルイ・ゲイ＝リュサックによって初めて確立されまし
た。ゲイ＝リュサックは、繊維製品、特にコットンの難燃性を向
上させるための数多くの方法を定義しましたが、彼が定義し
た方法には現在も適用できるものがあります。
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難燃剤あり
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21世紀の
難燃化の手法

こうした初期のテクニックの多くは今でも有効ですが、難燃
化の科学は常に進歩しています。これは、私たちの生活や仕
事のあり方が常に進化しているので望ましいことであり、必
然的でもあります。 

私たちの家庭や職場の環境は、数年前とは比べ物にならな
いほど変化しました。建築物には新素材が使われ、新しいタ
イプの家具やファニシングが置かれ、様々な新しいデバイス
や家電製品が使用されています。このように進化したものす
べてを、火災のリスクから守る必要があります。

これまで述べてきたように、こうした安全対策は、難燃剤の使
用を増やすことだけで達成されるものではなく、より広範な
方法論的アプローチが必要です。火災が発生した際に、人や
財産に及ぼすリスクを最小限に抑えるため、初期段階から火
災安全を計画して組み込みます。 

いわゆる「火災工学」とは、火災が発生した際に、建物とその
居住者、さらには周囲のコミュニティを最大限に保護するた
めのアプローチです。このアプローチでは、設計やレイアウ
ト、非常口の配置、推奨する素材など、幅広い側面を検討し
ます。また、国や地域の火災規制の完全な遵守にも役立ちま
す。

難燃剤が燃焼プロセスを阻止する方法はいくつかあり、
次のように機能します。 

They act to:
• 燃焼の発熱性ラジカル連鎖反応を阻害（高エネル

ギーのフリーラジカルであるH-やOH-を捕捉）。
• 燃料を熱源から物理的に遮断（表面に耐火性の 

「炭チャー」と呼ばれるガラス層を作り、熱分解の
プロセスを制限）。

• 水、窒素、その他の不活性ガスを放出して、火炎形
成領域の可燃性ガスと酸素濃度を希釈。

消防士の活動を補うことが、
建物の中での難燃剤の役割です。
炎の広がりを防ぎ、遅らせることで、
介入する時間と必要に応じて
逃げる時間の両方を最大限に
確保できます。

火災の四面体

ラジカル反応

燃料

熱

酸
素
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難燃剤 - 
火災安全の中核を
なすもの

社会のニーズに
応える
難燃化の科学を後押しするのは、社会的需要の変化です。自
宅、職場、自動車など、快適性、利便性、費用対効果、信頼性
に対する人々の期待は常に高まっています。 

こうした問題に対処するため、製造業者は材料科学の進歩
を利用しています。木材、金属、動物の毛や皮といった従来の
建築資材が新素材に取って代わられるようになっています。
これらの素材は、プラスチック、複合材、発泡体、繊維系充填
剤などをベースにしたものが増えています。 

こうした素材はより軽く、強く、そしてより低コストで製造でき
るという大きな利点があるものの、難燃性に関しては課題が
あります。適切に処理されていない場合、これらの材料は以
前使用されていた材料よりも燃えやすくなる可能性がありま
す。そのため、どの材料も最新の安全基準を満たす必要があ
ります。

適切に処理されていない
場合、これらの材料は
以前使用されていた
材料よりも燃えやすくなる
可能性があります。

このような環境の変化に加えて、人々は日常的に最新の電子
機器に囲まれており、その多くが携帯できるものです。また、
以前は考えられなかった形で、テキスタイルや素材を活用し
ています。こうした使用法には火災のリスクが伴います。電子
機器は必然的に発熱源となります。

このような生活様式や使用するものの変化は、今後も続くで
しょう。現在進行中のグリーン革命、特にエネルギー消費量
削減に向けた取り組みにより、強度が高く、軽量で、完全にリ
サイクルできる新素材がすでに登場しています。これらの素
材には適切な処理を施し、完全な難燃性を確保する必要が
あります。

こうしたことは、モバイルネットワークの機能強化が展開され
るにつれ、重要性が高まるでしょう。５Gの導入に関しては、通
信速度の高速化が大いに期待できます。しかし、より低いイン
ピーダンスと放熱性の向上にはさらに高い電圧が必要とな
り、熱がさらに多く発生します。そのため、これらのニーズに
対応するには、適切な難燃剤が必要となります。 

そのため、さらに高い安全性が常に求められています。難燃
剤の製造業者は、社会変化に伴う需要を完全に満たすため
の取り組みを行っていくでしょう。

安全性に関する法規制
への対応に貢献
一般の人々は、自分たちが住んで働く建物や、使用する製品
が最低限の安全基準を満たしているのを当然だと考えてい
ます。これらの安全基準は、法律によって決められ、国際レベ
ル、欧州レベルで規定されることが増えており、難燃性に関
する要件も含まれています。つまり、難燃化の科学は、安全性
に関する法規制の要求を満たすうえで重要な役割を果たし
ているのです。

こうした要件は固定的なものではなく、知識や科学の進歩に
応じて継続的に改善されます。産業界は、難燃材料の改善要
求に応えるため、常に新しい方法やテクノロジーを考案して
います。難燃化科学の専門家は、潜在的な火災リスクを評価
し、それが危険をもたらす前に対処するため、プロアクティブ
な取り組みを行っています。

また、建物、輸送機関、家庭、機器などで発生した火災関連の
事故や災害を正式に調査すると、使用されている材料や設計
を改善すれば回避できるような、これまで予期していなかっ
たリスクが明らかになることもよくあります。 
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I将来このような事態を防ぐために、法律家が製造業者に対
し、難燃性を向上させた、以下のような材料を使用するよう
要求してくる可能性があります。

• 着火温度が高い
• 燃焼速度が遅い
• 火に対する断熱性が高い

ブラジルでは、公共空間での深刻な火災事故が何度か発生
しました。2013年には、リオグランデ・ド・スル州サンタマリア
のナイトクラブで火災が発生し、245人が死亡しました。 死者
数が多かったのは、消防法の遵守が不十分だったことも一
因ですが、防音材として不適切な可燃性物質が使用されてい
たことも原因とされています。火災安全の重要性への認識を
高めて、火災安全基準の策定を支援するために、ブラジル難
燃剤協会（ABICHAMA）が設立されました。

産業界は、難燃材料の改善要求に
応えるため、常に新しい方法や
テクノロジーを開発しています。

難燃剤 - 
主な用途と
アプリケーション 

難燃剤は非常に幅広い用途で使用されていますが、難
燃剤が最も多く使用されている分野がいくつかありま
す。電子・電気機器、家具・ファニシング、建築材料、輸
送分野です。

電子・電気機器
電子機器は私たちの生活のどこにでも存在します。今では
携帯型パーソナルデバイス、薄型のテレビやモニター、ワイ
ヤレスのオーディオ・ビデオ接続などが、あたりまえのように
使われています。これらの技術のほとんどが、一世代前まで
は絵空事のようなものと考えられていました。
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テレビ - 木枠から薄型に
難燃剤が現代のデザインに与える影響と重要性を示す例として、テレビがあります。頑丈な木枠に入ったテレビ、ピアノの鍵盤のような大きさの操作
部を持つビデオレコーダーやテープレコーダー、壁に固定された電話（通話のみに使用）などが消滅し、携帯性と高機能が現在の電子機器では当た
り前となっています。

テレビは、ほとんどの家庭に普及した最初の「近代的」な電気製品で
す。当初は、木や金属などの昔ながらの素材が使われており、大きく
てかさばり、動かさないものでした。ですが（1960年代にカラーテレビ
が普及したことで）消費者の需要が飛躍的に伸びると、より使いやす
い設計が求められるようになりました。その結果、1960年代後半から
1970年代にかけての設計とテクノロジーの革命的な発展を反映した
製品が誕生しました。 

木材や金属をプラスチックに置き換えていったことが鍵でした。当初、
テレビに使われるプラスチックは、バックパネルや一部の内部部品な
ど、目に見えない部分に限られていましたが、これだけでも革新的なこ
とでした。それまでプラスチックは「安くて質の悪い商品」の象徴と思
われていたからです。しかし最終的にプラスチックは主要要素となりま
した。 

プラスチックを使用することで、比較的複雑で高度な形状に射出成形
することができるなど、多くのメリットがありました。しかし、それ以前に
対処すべき火災安全性という重要な課題がありました。現在の液晶デ
ィスプレイやLEDディスプレイではなく、ブラウン管を使用した旧来の
テレビは、エネルギー消費量が多く、発熱量も相当なものでした。その
ため、テレビに使われているプラスチックは耐火性であることが重要で
した。

一般的な液晶テレビに使われている
プラスチックは、6リットルのガソリン
と同じ熱を発する可能性があります
が、最新の難燃剤を使用しているた
め、安全性は格段に向上しています。
現在の液晶テレビは、エネルギー消費量が格段に少なくなっていますが、
サイズが小さくなった分、部品がより密に配置されています。また、ほとん
どがプラスチックで構成されているのが一般的です。

ただし、消費者にとって火災リスクはほとんどありません。難燃剤がプラス
チックケーシングの材料であるポリマーに配合されているため、燃えない
ようになっています。万が一燃えた場合でも、燃焼速度は大幅に遅く、問
題対処の時間を長く確保できます。内部の部品も同様で、プリント基板や
配線に組み込まれた難燃剤によって保護されています。一般的な液晶テ
レビに使われているプラスチックは、6リットルのガソリンと同じ熱を発す
る可能性がありますが、最新の難燃剤を使用しているため、安全性は格段
に向上しています。 

˝
1960年代 現在

テレビの外枠：
激しい処理を施した木材で、仕上げ
を保護するためにオイルや艶出し剤
が必要

布張りの家具の詰め物：
快適さのない高価な藁や
羽毛、綿

布張りの家具の詰め物：
より安全でアレルギーの
少ない発泡体や繊維

テレビの外枠： 
布で拭くだけできれいに
なる、軽くて手頃なプラス
チック素材

断熱性： 
断熱性の高いプラスチック
フォームやセルロース系素
材を使用した、エネルギー
効率の高いモダンな建物

断熱性：
多孔質の石と木ででき
ており、断熱性はほと
んどない
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これは、他の一般的な電子機器や電
気機器でも同様です。消費者の需要
から、コンピューター、タブレット、携
帯電話はますます小さくなり、持ち運
びが容易になりました。小型化に伴
い、バッテリーやCPUなどの発熱部
品を限られた狭い場所に密集して配
置する必要があります。破損や故障
の際には、難燃性のプラスチックを使
用していることで、ユーザーの保護に
もなります。

電気・電子機器の
安全性を確保臭素に

ついて

記事全文を読む：
https://lets-talk-bromine.bsef.com/

プラスチックは、汎用性、多様性、成形性、軽量性に優れており、電気機器や電子機器の製造にとて
もよく使われている素材です。

この種の機器には大量のプラスチックが使用されているため、火災の危険性があります。ほとんど
の電気・電子機器には1～9kgのプラスチック素材が含まれており、薄いシート状のものが多く、内
部および外部の電流や熱源に触れると比較的容易に発火します。

臭素系難燃剤（BFR）をポリマー部品に組み込むことで、難燃性を与えることができます。BFRは、
製造時にポリマー材料に添加する方法と、プリント基板製造時に使用されるエポキシなどの材料と
反応させる方法があります。

消費者には、効率的で信頼できる安全な製品を求める権利があります。
そのため、難燃剤産業は最も厳しい火災安全要件を満たす、革新的な製品の開発に尽力していま
す。また、政府は火災安全要件を満たさない可能性のある製品にも注意を払っています。

液晶テレビには平均8.4KGのプラスチックが使用されており、
難燃剤を使用しない場合の潜在的な熱放出量は、ガソリン 
約6リットル分に相当

1950年代

1970年代

テ
レ
ビ
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家庭用電化製品 - 利便性の向上
難燃性プラスチックのさらなる普及により恩恵を受けている分野が、もう
１つあります。主要な家庭用電化製品の製造と設計です。これらの機器の
多くに電子制御を安全に導入できるようになったことで、性能や利便性が
大幅に向上しました。

洗濯機のような日常的な製品は、単なる省力化機器から、現在の複雑で 
インテリジェントな機器へと進化してきました。電子制御システムの導入に
より、最新の洗濯機は洗浄力が向上しただけでなく、1回の洗濯で使用す
る水やエネルギー、洗剤の量も少なくて済むようになりました。その結果
小型化が実現し、利便性が向上しました。

じめじめした場所や湿気の多い環境で、熱や電気がプラスチック基板の
近くに集まると、火災の危険性が当然あります。そのため、洗濯機に使用
される電子回路基板の製造には、難燃剤が欠かせない要素となっていま
す。難燃剤の特性が、複雑な電子制御を行う洗濯機の安全性を保証してい
ます。

家電業界にとって、消費者の安全は重要な優先事項です。臭素系
難燃剤の使用を促進し、バリューチェーンのすべてのアクターと協
力することで、循環性と消費者の安全を確保することができます。

Paolo Falcioni
APPLiA (Home Appliance Europe) 理事長

˝
家庭と
職場における
火災安全
家具・ファニシング

人命に関わる家庭での火
災事故の大半は、ソファー
やアームチェア、ベッドか
ら始まっています。発泡体
は非常に実用的で、費用
対効果が高く、その他にも
数多くの利点があります。

私たちが家やオフィスで使う家具、空間を演出するカーペットや
カーテン、壁紙など、すべてにおいて、これまでに使用されてきた
ものとはまったく異なる素材が使用されています。 

詰め物は軽いうえ長持ちし、また望む通りのあらゆる
形に形成するのに適しています。
繊維と違って、たわんだり詰めなおしたりする必要が
なく、製品ライフサイクルを通して形状と快適さを維持
します。また、発泡体はアレルギー反応を引き起こすこ
ともありません。
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非実用的なものから
機能的なものへ

1800年代
馬毛と羊毛の詰め物

1950年代
羊毛の詰め物

現在
発泡体の詰め物

しかし、発泡体に依存する家具や寝具においては、火事の危険性が大きな
懸念となっています。従来および現在の素材の両方において、空気と可燃
素材を混合すると発火の可能性があります。

ありがたいことに、柔軟性のあるポリウレタン発泡剤は、現代の難燃剤で
の処理に適しています。製造時に配合が可能な添加化合物との相性がよ
く、そうすることで発泡剤の着火温度を高め、火炎速度を遅らせるのに役
立ちます。

ファニシング 欧州における家具の
火災安全規制の概要と
実験的分析

研究

欧州における家具の火災安全規制の概要と実験的分析 
(Efectis フランス, Espace Technologique, Saint-Aubin 
Cedex, フランス) ; Rene de Feijter; Laurens van Gelderen 
(Efectis オランダ, Bleiswijk, オランダ）, 2020年3月3日.

本研究では、各国の布張りの家具の火災性能を分析し、性能に大きな違いがあることを実証してい
ます。2020年3月に発表されたこの研究は、フランスとオランダにある火災研究所「Efectis」のEric 
Guillaume、Rene de Feijter、Laurens van Gelderenが行ったもので、欧州各地で購入した実際の
ソファを使い、個別に試験を実施しています。

本研究では、家具の火災は重大事象であり、一般の人々を守るために安全規制を強化すべきであ
ると結論づけています。データでは、難燃剤を使用した英国規格のBS5852で設計された製品は、
発火抵抗と熱放出のピークに達するまでの時間の両方において、他国の製品を大きく上回っている
ことが示されました。 

着火しなければ火災は発生しませんが、火災が発生した場合、熱放出のピークに達するまでの時間
が長いほど、居住者の脱出時間を長く確保できるという重要な相関関係があります。

˝
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安らかな眠り - 
現代の寝具素材
マットレスやベッドピローについても、従来と比べると現代の素材の利点
は同様で、ポリウレタンフォームをしばしば天然素材と組み合わせて使用
することで、大幅に質が向上します。 

実際、ポリウレタンフォームのベッドの利点は家庭内だけにとどまりませ
ん。より快適で、実用的で、衛生的であることから、医療現場でもメリット
が期待できます。例えば、怪我や障害のために長時間ベッドで過ごすこと
を余儀なくされている人にとっては、自宅でも病院でも、その利点は明ら
かです。発泡体製のマットレスは、軽量で調節可能なベッドにすることが
できるため、床擦れの問題を回避し、患者の生活の質を向上させると同時
に、介助者の仕事も楽にします。 

ソファやアームチェアと同様に、寝具に使用されている発泡体は製造時に
処理され、必要なレベルの難燃性が確保されています。

家具・ファニシング
近年、素材に革命が起きているもう1つの分野が、カーペットやカーテンな
どのソフトファニシングです。

従来はウールやシルク、コットンなどの素材を使用していましたが、これら
は高価で手入れが面倒な場合も多く、虫食いやカビの心配もありました。 
 
さらに、断熱性が高く、自然光が差し込む、よりエネルギー効率の高い住
宅や職場を求めて、より軽量で柔軟性の高いファブリックソリューション
への需要が高まっています。このような消費者の選択と需要に応えるた
め、合成繊維の使用が大幅に増加しています。ナイロンポリアミド、ポリエ
ステル、オレフィンなどの合成繊維が、この市場で素早く定着したのは当
然と言えるでしょう。

難燃剤が効果的であることは間違いありません。表面素材やウレ
タンフォームに難燃剤を添加することで、家具の深部にまで防火機
能を与え、それにより人命を救うことが可能になります。

Matthew S. Blais
博士 
米サウスウエスト研究所火災技術担当ディレクター

˝
テキスタイル製品では、合成繊維と天然繊維を組み合わせる方法が
最も一般的で、家庭用装飾品にはポリエステルと綿の混紡が最もよく
使われています。しかし、天然繊維、合成繊維、混紡繊維を問わず、ほ
ぼすべてのファブリックは処理をしないと燃えてしまいます。また、カー
テンなどの壁掛けは、非常に特殊な火災リスクがあります。壁掛けは
垂直に吊るされているため、火が素材の上に向かってより速く進むこ
とになります。そのため、カーテンの製造には難燃性が不可欠な要素
となっています。

重要なのは、製造の各段階で難燃剤 
（一般的には臭素系）を導入することで
す。これらの難燃剤は、製造時に素材に組
み込むことも、着色や仕上げの工程で添
加剤として導入することも、完成品の処
理に使用することもできます。 
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英・仏・米の家具付き物件
火災比較研究

研究

Blais, Matthew S., Karen Carpenter, and Kyle 
Fernandez. 「英・仏・米の家具付き物件火災比較
研究」 Fire Technology (2019).

独立した非営利研究機関であるサウスウェスト研究所の研究者たちは、火災安全基準、防
火性能、難燃剤の有効性に関する議論の中で頻繁に直面する疑問を検証しました。本研
究は、フランス、英国、米国という3か国の家具の火災安全基準に基づいて、まったく同一
構成の部屋の防火性能の違いを評価することを目的に実施されました。

実際のシナリオでは、各国の消防法の違いが、発火、煙の発生、脱出時
間、救急隊員の対応可能時間など、火災全体の状況に大きく影響する可
能性があります。 

布張りの家具やファニシングに関する各国の消防法が、火災時の性能に
影響します。

• 英国のファニシングのフラッシュオーバーまでの時間（部屋が完
全に火に包まれるまでの時間）は、防護基準の低い国に比べて13
～17分以上遅いことがわかりました。 

• 同様に、英国の部屋の火災では、脱出時間が13～15分と大幅に長
くなりました。  

難燃剤を含む家具から出る煙の急性毒性は高くありません。  

• 最も難燃性の高い基準を採用した部屋（英国）で発生した煙の化
学組成は、急性毒性が他と比べて低くなっていました。 

˝ 熱放出のデータを比較すると、
発火基準が最も厳しい国である
英国の部屋の構成は，ほぼ同じ
性能を持つフランスや米国の部
屋の構成に比べて、可燃性が著
しく低いことがわかりました。
いずれの場合も、室内の燃料負
荷は家具が最も大きく、その防
火性能が試験結果に大きく影響
しました。



難燃剤 BSEF 火災を防ぎ、人々を守る34 35

建物 
テクニックやテクノロジーの進歩に加え、環境意識の高まりや気候変動へ
の対応の必要性から、現代の建築物に対するアプローチは大きく変化し
てきました。現代の建築物は、日々のランニングコストと環境フットプリン
トを低減するために、より多くの自然光を取り入れ、断熱性を高めること
が求められています。

構造部材

環境に配慮した建築物を追求する中で、木材は軽量で加工
しやすく、汎用性が高いことから理想的な建築材料と言えま
す。また、再生可能な資源であり、断熱性にも優れています。
これらはすべて、環境に配慮した低エネルギー経済を追求す
る上で貴重な特性です。 

幸いなことに、最新の難燃剤で処理することで、木材は安全
性の高い建築材料となり、現代の厳しい火災安全規制に沿
ったものとなります。そのため、住宅の建築では、構造部や羽
目板、床材などに木材が再び使用されるようになりました。 

構造完全性を守る
難燃性プラスチックの構造上の役割の１つに、鉄骨の保護があり
ます。激しい火災が発生した場合、構造用鋼材は臨界温度を超え
ると完全性を失い、崩壊する可能性があります。

これを防ぐために、スチールに特殊なプラスチックのコーティング
を施します。これが炎にさらされると膨張して不燃性の発泡体とな
り、金属を防護して鉄骨建築物の倒壊リスクを低減します。

断熱 
環境保全の課題は、住宅やオフィスをより効率的にすることを目指
すものであり、建築方法にも影響を与えています。エネルギー消費
量を削減するには、建物からの熱損失を減らすことが重要なステ
ップとなります。新素材の登場により、それが可能になりました。現
在の最新の断熱材には、発泡ポリスチレンフォームや押出ポリスチ
レンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、グラスウールやロックウ
ール、天然および合成セルロース繊維などがあります。

断熱材は、現代の建物では防音材などの用途でも使用されていま
す。住宅の高密度化が進み、都市生活が推奨される中で、近隣住
民や地元企業からの騒音を軽減するためには、こうした対策が不
可欠です。発泡ポリスチレンボードや押出ポリスチレンボードは、

通常は大きなシート状となっており、内壁や地下室に挿入して絶縁
材として使用できます。こうしたボードは、最終的に取り付ける前に難
燃剤で処理されるのが一般的です。

難燃材料は、建築物の他の役割にも欠かせません。例えば最近の住
宅では、壁の中に電気や通信のケーブルが非常に多く使われていま
す。これらのケーブルは束になって垂直に取り付けられていることが
多く、これが火の通り道として知られています。そのため、現代の建物
ではすべてのケーブルを、難燃剤を塗布したプラスチック製の絶縁
材で一般的に処理しています。これにより、火花や炎が発生してケー
ブルを伝って火災が拡大するリスクを最小限に抑えられます。また周
囲の絶縁材によって、さらにリスクを減らすことができます。

社会経済の発展、技術革新、新しいスタイルや
設計の要件、環境問題への関心の高まりなど、
さまざまな要因が建物の建設方法に継続的な
進化をもたらしています。

1960年代 現在
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新世代の臭素系難燃剤：
ポリブタジエン-
スチレンコポリマー 「ブタジエンスチレン臭素化コポリマー

など の ポリマ ー 難 燃 剤 は 、化 学 業 界 が 
社会の懸念に対応して革新し続けつつ、
同 時 に ポ リマ ー の 機 能 的 な 難 燃 性 を 
確保できるということをあらわしていま
す 。人 命と財 産 を 保 護 するた め の 火 災
安全対策の一環として、重要かつ貴重な 
役割を果たしています」

イノベーション 研究

発泡スチレン（EPS）及び押出ポリスチレン（XPS）のような発泡スチロールで効果的な難燃剤性能
を提供するHBCD の代替物として、革新的な臭素化ポリマー難燃剤（FR）が開発されています。

これらの発泡体は建築や建設で使用されており、家庭やオフィス、公共建物において火災安全要件
を満たしつつ、エネルギー効率と快適性の確保を実現します。

高分子量の臭素化ポリマー：効率的な非ハザードソリューションです。この難燃剤は、HBCDよりも
優れた環境プロファイルを示し、高分子量で安定しています。また、公的に認知された環境、健康及
び安全特性を備える、非ハザードポリマー及び低懸念物質（PLC）として分類されています。

一般的に、ポリマー難燃剤はもともと持続可能な物質です。分子量が高いために、生体組織の細胞
膜を貫通しにくくしています。従ってこれらは、生物学的利用可能性はなく、食物連鎖にて生物蓄積
する可能性も低いものです。

詳細はこちらから： 
www.bsef.com/fire-safety/

イギリス，フランス，アメリカの家具付き部屋の 
燃焼比較研究 Matthew S. Blais、Karen 
CarpenterおよびKyle Fernandez 消防技術
第56巻 pags489-514(2020年)

˝
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輸送 
私たちの世界は、ここ数年で劇的に小さくなったように思えます。一般の
人々は、安価に旅行ができるようになったことを喜んでいます。低価格航
空会社が世界のあらゆる場所で急増する一方、鉄道やレンタカーのコス
トは競うように下がっています。

このような旅行手段の急速な拡大の原動力となったのは、炭素複合材、
プラスチック、金属合金などの、新しい強力な素材の開発と使用の増加で
す。これらの素材は軽量ですが、強度と安全性は損なわれていません。 

同時に、これらの新素材の多く（特にプラスチック）は、形成や成形がより
シンプルで安価に行えます。これにより、飛行機や列車、自動車などの車両
の製造コストを全体的に下げることができます。また、燃料やエネルギー 
の消費量を減らすという、環境問題への取り組みにも適しています。

しかし、新素材の導入には、火災時の安全性を含めた安全性の確保という
課題が伴います。

プラスチック - より気候に配慮
した空の旅への鍵

最近の航空機では、サイドウォール、バルクヘッド、オーバー
ヘッドビンなど、さまざまな内部部材にプラスチックが使用さ
れています。また、シートの詰め物やカーペットにも合成材料
が使用されています。これらの素材を使用することで、航空機
の総重量を大幅に減らし、燃費を向上させることができます。 

航空機の中では、いかなる火災も安全性に対する大きな脅
威となります。そのため、これらの新素材は安全で火災に強
いものでなければなりません。幸いなことに、最新の難燃剤
を使用することで、これらの新素材が発火しにくく、航空機内
という最も厳しい環境下でも安全に使用できることを、世界
中の規制当局が認定しています。

また、プラスチックやその他の合成素材は、航空機内での使
用に限定されるものではありません。アルミニウムやチタンな
どの従来の金属に取って代わりつつあります。エアバス社の
最新機種の一つであるA350XWBでは、翼構造や機体部分
に炭素繊維強化プラスチックが広範に使用されており、ボー
イング787は80％が複合材で構成されています。 

プラスチックは、構造材料としての使用以外にも重要な役割
を担っています。例えば、エアバスA380では、航空機のあら
ゆる側面を制御するために、500kmにも及ぶ大量の電気ケ
ーブルが必要で、これらはすべて慎重な絶縁が必要です。実
際、航空機事故の多くは絶縁不良が原因とされています。

エアバスA380 
20%が複合材料

A350とB787
50%が複合材料

航空機メーカーは、プラスチック、
ポリマー、複合材をますます航空
機の付属品や機器、構造体に使用
するようになっています。これら
の素材は耐発火性を持たせられ
るからです。

2008年 2010～2011年
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高速鉄道 - 陸路の移動を
より環境に優しいものに
より速く、無公害の列車を求める声があることから、各製造業者が、同等
の強度がありながら軽量なプラスチックを車両全体に採用するようになり
ました。地球温暖化への関心が高まるにつれ、航空機から電動の鉄道へ
の移行が進むでしょう。同時に、プラスチックのような軽量で、簡単かつ広
範囲にリサイクルできる素材の使用が求められるようになるでしょう。
しかし、列車内での火災は飛行機と同様に脅威です。2008年に発生した
英仏海峡トンネル火災では、幸いにも貨物列車で発生したため死者は出
ませんでしたが、大きな被害と多数の負傷者が出ました。 これもまた、列
車の製造に使用する新素材に含めることができる最新の難燃剤で対処
が可能です。

より安価かつ軽量で、より安全な車
多くの人にとって、個人的な移動手段といえば車です。かつてプラスチッ
クは「安物」と見なされ、木や革は高品質の証でした。しかし今では、高級
車であっても、構造体や外板、内部部品に高品質の合成素材が使われて
います。一方、超高性能スポーツカーでは、軽量化と空力特性の最大化の
ためにプラスチックや複合材が使用されています。

より日常的なレベルでは、主流の車でプラスチックや複合材がますます
重要になっています。これらは、エンジンの近くやダッシュボードの後部な
どの人目につかない場所、エンジンや搭載された電子機器からの高熱に
さらされる場所などに使用されることが多くなっています。現在、平均的な
自動車には105kgのプラスチックが使用されており（使用材料の9.3％）、
今後もその量は増える一方でしょう。プラスチックの中に難燃剤が含まれ
ていることで、こうした用途が実現しています。 

今後、自動車に使用されるプラスチックは、新たな需要に応じてさらに適
応が求められるでしょう。自動車の動力源は内燃機関だけではありませ
ん。リチウムイオン電池を搭載した電気自動車や、将来的には水素燃料電
池を搭載した自動車も登場します。

難燃剤を
使用する際の
実用面 
難燃剤を使用することのメリットは明らかですが、難燃剤自体の安全性を
確保することが重要になります。  

考慮すべき点は主に2つあります。
1. 使用する状況や条件に適した素材であるかどうか 
2. 難燃材料自体が安全かどうか

難燃剤には、ハロゲン系（臭素系、塩素系）、リン系、窒素系、金属系など、
さまざまな化学物質があります。 その用途は、プラスチックや部品、最終
製品、求められる機能などによって異なりますが、組成や用途に応じて大
きく分けて、図Xのように分類することができます。

構成成分による分類

難燃剤の種類

使用法による分類

有機難燃剤

反応型難燃剤

無機系難燃剤

添加型難燃剤

ハロゲン系
リン系
その他（複合型など）

ビニル基含有系
エポキシ基含有系
水酸基含有系
カルボン酸含有系
その他

金属水酸化物系 
アンチモン系
その他（赤リン系など）

有機系
無機系
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材料に難燃性を持たせるには、主に2つの方法があります。1つ目は、難燃
剤を単体で使用する方法です。難燃剤をプラスチックやゴム製品の製造
時に組み込んだり、繊維や紙の表面の処理剤として使用します。難燃剤は
完全に不燃化するのではなく、着火を抑制して燃焼プロセスを遅らせ、潜
在的な火災を検知して消火する時間を確保したり、火災から逃げる時間を
確保したりするものです。

2つ目は、難燃剤と相乗剤を組み合わせて使用する方法です。この場合、
それ自体は難燃性ではないものの、ハロゲン系難燃剤など他の難燃剤の
効果を高める化学物質を使用します。

難燃剤の正しい使用 
それぞれの状況に応じてどの素材が適切かは、火災安全基準で判断しま
す。火災安全基準は進化し続けており、難燃性は非常に幅広い製品にお
いて不可欠な要素となっています。これらの基準は常に見直されており、
規制当局は経験から学び、継続的な改善に取り組んでいます。 

これらの標準規格の適用は非常に効果的です。例えば、オーディオ、 
ビデオ、および類似の電子機器に関する欧州の火災安全規格であるEN 
60065では、これらの機器は可能な限り自然発火のリスクを回避し、延焼
を最小限に抑えるように設計しなければならないことが規定されていま
す。

難燃剤の使用により、製造業者は、燃えやすい旧来の素材を、耐火性が向
上した軽量で安価なプラスチックに置き換えることができるようになりま
した。あらゆる場面で電子機器の数が増えていることを考えると、これは
家庭、オフィス、交通機関での安全性向上に大きく貢献しています。発泡体
を使用した家具やテキスタイルにおいても同様の進歩が見られます。 

多くの製造業者は、既存の火災安全基準の準拠に必要とされる以上の水
準を追求し、それらをまだ基準の使用が規定されていない分野にも展開
しています。さらに、難燃性の効果や安全性を向上するためのイノベーショ
ンは継続しています。

排出自主規制
実行プログラム
 (VECAP) 

VECAP（Voluntary Emission Control Action Program）は、法規
制上の要件を超えて、バリューチェーン全体で化学物質を管理
するためのプロダクトスチュワードシップのスキームです。臭素
化難燃剤 Deca-BDEの排出量を削減するために、2004年に国
際臭素協議会（BSEF）と英国の Textile Finishers Association  
によって立ち上げられました。2015年には、VECAPメンバー企業
が製造するすべての粉末臭素化難燃剤（BFR）が対象となりまし
た。

VECAPの当初のコンセプトは、BFRの取り扱いや使用時の排
出量を管理するためのツールとすることでしたが、今では化学
物質管理の包括的なシステムへと進化し、より広範囲のプロセ
スや原材料に適用できるようになりました。

VECAPを通じて、業界は、企業の社会的責任（CSR）のための
欧州の枠組みの中で、化学物質の環境的に健全な管理に責任
を持つという、自発的なコミットメントを改めて表明しています。
このプログラムにより、欧州委員会のCSR分野における最新の
パブリックコンサルテーションにあるように、業界では確固た
るCSR戦略が求められるようになりました。臭素系難燃剤業界
は、そのバリューチェーンにおける環境フットプリントを低減し、
資源をできる限り効率的かつ持続的に使用することを目指して
います。

詳細はこちら： 
www.bsef.com/sustainability/vecap/

難燃剤の製造に使用される材料の
安全性の確保
製品の火災安全性を向上させるうえで難燃剤の重要性は明らかです
が、化学物質が意図された用途で使用されるように、規制を行うことも
同様に重要です。 

「難燃性」という言葉は物質そのものではなく、化学物質の機能を表
すものです。実際に使用されている難燃性物質は200種類以上と多岐
にわたっており、それぞれが単独で機能することもあれば、組み合わせ
ることで機能を発揮するものもあります。これらの物質は、主に臭素、リ
ン、窒素、塩素といったさまざまな元素と、いくつかの鉱物ベースの物質
を使用しています。
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難燃化の科学
難燃剤の働きを理解するには、材料がどのように着火し、燃えるのかを知
ることが重要です。現代のプラスチックポリマーの場合、炎の熱によって
材料が分解する必要があり、これによって（潜在的に）可燃性のガスが発
生します。このガスが酸素と混ざると、一連の発熱性ラジカル連鎖反応が
始まり、さらに熱が放出されます。これが自動継続的状態になれば、火が
発生します。しかし、このプロセスがなく、これらの条件が揃わなければ、
火は発生せず物質はくすぶる状態になるか、発火はしません。

火災防止に
おける難燃剤の
役割

まず、炎の熱で素材が分解され、可燃性
（潜在的に）のガスが出ます。これらが
酸素と混ざったとき、一連の発熱性のラ
ジカル反応が始まり、可燃性のガスをさ
らに放出します。これが自発的に起こっ
た場合、火事が発生します。
しかし、このプロセスがない場合や、こ
れらの条件を欠いた場合には火事は起
こらず、素材はくすぶるか、あるいは自
ら鎮火します。

火の広がりを防ぐには、このプロセスを遮断して可燃性ガスの放出を
抑えることが有効です。これが難燃剤の役割です。これにはいくつか
のメカニズムがあります。

• ラジカルクエンチング：ガス中の高エネルギーのフリーラジカ
ルを捕獲し、プロセスを遅らせて自動継続的連鎖反応にならな
いようにします。

• 熱遮蔽：ポリマーの表面に不燃性の炭化物を作り、ポリマーを
熱的に分離してさらなる分解を防ぎ、可燃性ガスが炎になるの
を防ぎます

• 気相希釈：不活性ガスや水を放出することで、火を発生させる
成分の濃度を希釈します。 

• 吸熱分解：温度が上がるとエネルギーを吸収する素材を使用す
ることで冷却し、火災が発生したとしても、その強度を抑えるこ
とができます。 
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臭素
臭素はハロゲン族元素に属します。臭素は塩として、また海洋生
物が放出するガスであるブロモメタンなどの有機臭素化合物とし
て、自然界に広く存在しています。臭素は、塩素やフッ素などの他
のハロゲン元素に比べると希少ですが、塩湖や塩水井戸に多く含
まれており、イスラエル（死海から抽出）と米国が最大の生産国と
なっています。

臭素は、冷蔵庫や洗濯機などの大型・小型家電製品やテレビ、コ
ンピューターなどの電気・電子機器に使用されるプラスチックの
有機難燃剤のベースとして広く使用されています。また、自動車、
鉄道、航空機などの輸送用途のプラスチックにも使用されてお
り、家具や軟質の付属品などに使用される発泡体にも使われて
います。

臭素は、燃焼プロセスとのユニークな相互作用により、非常に効
率的な難燃化技術となっています。そのため、比較的少量で必要
な難燃性を得ることが可能です。

臭素は人間の生命維持に不可欠であることが判明

バンダービルト大学医学部のビリー・ハドソン教授
率いる研究チームは、原子番号35、化学記号Brの
元素である臭素が、人間をはじめとするすべての
動物の組織形成に不可欠な28番目の化学元素で
あると発表しました。

研究

Billy G.Hudson et al.2014. 臭素は組織の発達とアー
キテクチャにおいてⅣ型コラーゲンの足場の構成に
不可欠な微量元素です。 Cell, 157巻 no.6, pp. 1380- 
1392; doi: 10.1016/j.cell.2014.05.009

˝
詳細情報はこちら： 
www.bsef.org

難燃化の
種類
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塩素
塩素も臭素と同様にハロゲン元素に属します。塩素は自然界に広く存
在し、最も一般的なものは塩化ナトリウム、いわゆる食卓塩です。塩化
ナトリウムは地下で採掘されたり、海水から抽出されたりしますが、海
水の質量の約2％を占めているのが塩素です。

塩素は一般的には消毒剤として考えられていますが、難燃剤としてもさ
まざまな重要な用途があります。塩素化パラフィンや塩素化リン酸塩
は、レザー、塗料、コーティング剤、ゴムなどの難燃剤として使用されて
います。また、テキスタイルや家具の発泡体の詰め物にも使用されてい
ます。

リン
リンは、地殻の中に通常リン酸塩として存在する元素です。リンは生命
維持に不可欠な元素であり、DNAの構成要素でもあります。商業用の
リンは通常採掘され、中国、モロッコ、ロシアに大規模な鉱床がありま
す。

難燃剤としての用途では、液体および固体の有機・無機難燃剤の製造
に使用されます。これらは、椅子やマットレスなどのソフトファニシング
や断熱材に使用される、難燃性ポリウレタンフォームの製造に広く使用
されています。リン系物質は、電気系用途にも使用されています。電気
ケーブルの絶縁材として使用される軟質PVCや、電子機器、スイッチや
コネクターの製造に使用される高温ポリマー（プラスチック）などがあ
ります。

窒素 
窒素は地球上で最も多く存在する元素の一つで、大気の約80％
を占めています。窒素は植物にとって必須の栄養素であり、すべ
ての生物に含まれています。難燃剤として、ナイロンポリアミド、一
部の硬質プラスチック、ポリウレタンフォーム、テキスタイルや壁装
材のコーティング剤など、さまざまな用途に使用されています。

また、窒素は不活性であるため、難燃剤の中には窒素を放出して
可燃性ガスを希釈し、火災の発生を抑制するものもあります。

その他の無機・鉱物材料
このように広く使用されている材料以外にも、様々な無機・鉱物化
合物があり、直接難燃剤として使用されたり、臭素、リン、窒素と組
み合わせて難燃システムの構成要素として使用されたりしていま
す。例えば、メラミン化合物（窒素ベース）、グラファイト（鉛筆の芯
に似た炭素の一種）、シリカ（ガラスや砂に含まれる）、無機リン酸
塩（リン酸アンモニウム、ポリリン酸塩）などが挙げられます。一般
的な鉱物化合物には、特定のリン酸塩、金属酸化物、水酸化物、
その他の金属製品（アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、モリブデ
ン、ホウ素、アンチモン）などがあります。

無機化合物や鉱物化合物の中には、他の元素と組み合わせて難
燃システムの構成要素として使用されるものがあります。これは、
プラスチック、発泡体、テキスタイル（天然および人工）、木材およ
び木材製品の火災安全性を実現するために一般的に使われま
す。
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気相 - 燃焼クエンチング
気相では、ハロゲン系難燃剤は、高エネルギーのラジカルを低エ
ネルギーのラジカルで置換する、いわゆる「クエンチング」効果で
機能を発揮します。これによって反応を遅らせ、火が発生するのを
防ぎます。多くのハロゲンに含まれていますが、特に臭素のクエン
チング効果は顕著で、材料が発火温度に達する前に活性臭素種
を気相中に放出します。

そのため、さまざまなハロゲンの中でも、臭素系の難燃剤が最も
一般的です。これらは、さまざまな用途の一般的なプラスチックに
対して高い効果を発揮し、ポリマーの原材料に組み込んだ場合で
も、その特性に大きな影響を与えることはありません。

熱遮蔽 - 固相
リンを含む難燃剤は、加熱されると酸を放出し、材料にガラス状
の層、いわゆる「チャー」が形成されます。これにより、潜在的な燃
料が炎になることや、素材に熱が到達することを防ぐバリアが形
成されます。リン系難燃剤にはさまざまな種類があります。リン系
化合物は、重合過程でプラスチック分子に化学的に結合すること
が可能です。

気相 - 希薄
ガス希釈の仕組みは、最も単純なもので、不活性ガス（主に窒素）
を燃焼領域に放出することです。可燃性ガスと酸素の混合物を
希釈することで、連鎖反応の発生を防ぎます。さらに、窒素は、 

「チャー」の形成を促進する架橋分子構造の形成を促すと考え
られています。

窒素系難燃剤の多くは、ポリウレタンフォームやナイロンポリア
ミドなどに含まれるメラミンを使用しています。

吸熱分解
無機系の難燃剤には様々なものがありますが、その中で最も一般
的なのが、水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウムなどの金属
水和物です。これらは吸熱分解と呼ばれるプロセスで機能し、高
温になるとエネルギーを吸収して周囲を冷却し、熱分解プロセス
を遅らせます。また、不活性ガス（通常は水蒸気）を放出し、燃焼を
抑制します。

効果はあるものの、これらの材料は大量に使用するか、臭素や窒
素などの他の種類の難燃剤と組み合わせて使用する必要があり
ます。
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化学的安全性
製品の化学的安全性は、化学物質規制当局の領域であり、火災安全基
準ではありません。家庭における火災安全基準の目的は、人々が家の中
で安全に過ごせるようにすることです。しかし、欧州で年間1トン以上生
産される化学物質はすべて、使用時の安全性を確保するために広範な
研究と試験が行われています。これは欧州連合のREACH（Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）によって定め
られています 

新しい化学物質の難燃剤を市場に出すためには、REACHによる登録が
前提となります。登録には詳細な化学物質安全性報告書（CSR）も含まれ
ており、これにより当局が化学物質の使用目的に対する安全性を評価で
きるようになります。この評価は、ECHAおよび加盟国の管轄当局（アイル
ランドのHSAなど）によって行われます。 REACHに登録された化学物質は、定期的に優先順位が付けられ、見

直しが行われます。見直し内容から得られる科学的根拠に基づいて、
潜在的なリスクを管理するための措置がとられます。懸念事項が浮き
彫りになった場合には全面的な評価が行われ、場合によっては特定用
途の使用が制限されることもあります。また、高懸念物質（SVHC）であ
ることが証明された場合には、全面的な廃止になることもあります。

登録段階がREACHの終着点ではありま
せん。化学物質の安全性に関するデータ
が完全かつ最新なものとするために、企
業は定期的に登録書類を更新すること
が法律で定められています。また、新し
い化学物質の登録も行わなければなり
ません。

難燃剤（またはその他の化学物質）が含まれているというだけ
で、SVHCへの暴露によって害が生じるとは限りません。このこと
は、EPAが資金提供した最近の研究で確認されており、欧州化学機関

（ECHA）のウェブサイトにも、「ある成形品にSVHCが含まれていて
も、必ずしも消費者がそれにさらされるとは限らず、消費者にリスク
があるとは限らない」とこれを裏付ける内容が記載されています。

このような背景から、EUの化学物質規制は世界で最も大がかりな化
学物質規制であると考えられており、韓国、中国、台湾、トルコ、ロシ
アなどの化学物質規制の枠組みの基礎となっています。

消費者の安全は、火災安全性と化学的安全性の両面において、どの
難燃剤製造業者も中心となる要素と捉えています。リスクの管理と低
減が、社会の要求に応えるうえで鍵です。厳しい規制要件にもかかわ
らず、顧客や消費者の要求に応えるため、この業界では常に革新的
に新しい難燃剤の開発に取り組んでいます。
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BSEF－国際臭素協議会は、世界の主要な臭素製造業者を代表
しています。当組織は1997年以来、臭素系ソリューションの利用
や利点についての知識創造に尽力しています。BSEFは科学と 
イノベーションを固く信じています。 

メンバーの紹介

BSEFは、臭素の多数の利点を世界中に提唱しています。臭素
系のソリューションは、科学やテクノロジー分野で最も重要な
発展の多くに不可欠です。
BSEFのメンバーは、アルベマール株式会社（Albermarle 
Corporation）、ICLインダストリアルプロダクツ（ICL Industrial 
Products）、ランクセス株式会社（Lanxess）、東ソー株式会社

（Tosoh Corporation）です。詳しくは、下記までご連絡ください。
BSEF Japan（ビーセフ ジャパン）
国際臭素協議会
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-9-6 十全ビル101号
電話：03-6205-4201

in@BromineInfo @BSEF

BSEF
研究開発への投資を通して、 
BSEFのメンバーは、社会の
ニーズに合う強固な臭素系
技術を創出します。

www.bsef.org
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