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電気絶縁用水系一液型ウレタン樹脂

Present

エイムフレックス WF-112
1. 電子基板を保護する電気絶縁用ウレタン樹脂
ウレタン樹脂は優れた耐 水性を有するため防水用

途に用いられています。中でも電気絶縁性を付与した

ウレタン樹脂は電子基 板の保護に用いられ、従 来か

シブル基板への適用も可能です。 加えて図1のとおり
電気 絶 縁性、耐熱性、耐 湿 熱性も良 好であることか

ら、家電、照明、産業機械など幅広い分野での活用
が期待できます。

エイムフレックス WF-112は電気絶縁用途に限らず、

ら一液型の溶剤系や二液型のものが広く使用されてい

ウレタン樹脂の特性を生かした接着剤や防食材として

で必要不可欠な電気製品には必ず電子部品が存在し

ただけます。このような特性を生かしたご提案をはじ

ます増加する中、電子部品の小型軽 量化が求められ

れからの電気 製品の安 全 性、品質向上に貢献してい

ます。IoT（ Internet of Things）社 会 が加速する中
ます。屋内外問わず持ち運びのできる電気製品がます
ています。これらの電子部品を保護することは電気製
品の寿命を延ばすことにつながります。

の可能性がありますので、さまざまな用途でご検討い

め、お客様のニーズをお聞きし応えていくことで、こ

物（ VOC ）規制など環境に配慮した水系化が注目され

表1 エイムフレックス WF-112の乾燥性
乾燥温度
［ ℃］

ています。しかし水系タイプの電気絶縁用ウレタン樹
する工場ラインの効率化を妨げる一因でした。そこで

当社は水系タイプの乾燥性を向上し、環境に配慮した

1×10

電気絶縁用水系一液型ウレタン樹脂を開発しました 2 ）。

的とした二液 型のウレタン樹脂で、電子部品を湿気、
熱、塵、埃、ガスなどの外的要因から保護します。この

電気 絶 縁の技 術と、当社 保 有の水系ウレタン樹脂の

薄膜コーティング技術を基に、環境に配慮した薄膜の

電気絶縁用水系一液型ウレタン樹脂エイムフレックス

WF-112を開発しました。 昨今の電子部品は、安全・

安心を前提に高機能化、低コスト化、小型軽量化を求

められています。 本製品は、このような要求を解決す

表面抵抗

当社のエイムフレックスEFシリーズは電気絶縁を目
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脂は、溶剤系のものに比べ乾燥時間が長く、大量生産

2. 乾燥性を大幅に改善したエイムフレックスWF-112
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効成分による低コスト化に貢献します。 また、水系化
能で、消防法の危険物にも該当しません。

これまでの水系ウレタン樹脂から乾 燥性を大幅に

改善し、スプレー塗布によりさらに短時間での乾燥を

可能にしました（ 表1）。 物性面でも引張強 度や伸び

が優れていることから、近年開発が進んでいるフレキ
17
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桂川にかかる大きな橋を渡ってすぐの場所にある
130 年以上続く和菓子屋さんです。
一時、最新のガス釜を使われていたようですが、
今はくぬぎの薪で朝早くから火を起こし、
昔から使用されていた竈で小豆を炊かれています。
長年経験されてきた匠だけが知る
火加減の調整があるのです。
手間暇かけて作られた餡はなんとも美味です。
住所・氏名・電話番号・会社名と『 拓人 』へのご意見・ご感想に、
「 2017 夏号プレゼント希望 」とお書き添えください。

（ 応募いただいた個人情報は、プレゼントのお届け目的以外に使用することはありません。）

締切

2017年 8月1日 必着 当選者発表はお届けをもって代えさせていただきます。

《 プレゼント応募、ご意見ご感想はこちらまで 》
〒6 01- 8391 京都市南区吉祥院大河原町 5
第一工業製薬（株）
『 拓人 』係
e -mail：d-kouhou@dk s-web.co.jp
Fax. 075 -323-5976
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図1 エイムフレックス WF-112の経時表面抵抗変化
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るため、薄膜コーティングによる軽量化、高い樹脂有

によりVOC対策や生産現場での臭気の問題解決が可

匠でお伺いした中村軒さんは、当社から歩いて10 分ほど。

きます。

また近年の大気汚染の深刻化から、世界的に溶剤系

から脱溶剤系の動きが活発になり1）、揮発性有機化合

中村軒のきんつば、六方焼
詰め合わせ10 個入りを
5 名様にプレゼント

伊藤 浩

明により平成 29 年度全国発明表彰を受賞しま

IoT社会に必要なエイムフレックスWFシリー

ズやフッ素ポリマーの最 新技 術など当社の製

品や開発品が高機能プラスチック展で好評を

した。 また、水以外の溶媒や樹脂に添加でき

いただきました。

や石油系や金属系資源の一部を代替すること

めに、当社の製品は見えないところで活躍しま

しています。

クします。

るよう疎水変性 CNFも開発。 自動車の軽量化
が一日も早く可能となるように研究開発を加速

これからも私たちの生活をより豊かにするた

す。 まさに「 21世 紀は化学の時 代 」。 ワクワ

いとう ひろし

樹脂材料営業部
樹脂材料東部グループ
お問い合わせ

日本発の夢の素材 CNFはいよいよ現実の素

材へ。 水分 散体の CNFを使 用したインクの発

h.ito@dks-web.co.jp
☎ 03-3275-0579
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