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論文

ポリ塩化ビニル表皮と発泡ウレタンの接着界面の研究
Adhesive Mechanism between Polyvinyl Chloride and Urethane Foam

陳　凱 * 大西　雅彦 **
Chen Kai Masahiko Oonishi

要　　　旨
　自動車内装に最も使用されている材料の一つとして，ウレタンフォームと組み合わせた PVC（ポリ
塩化ビニル樹脂）表皮材が挙げられる．しかしながら使用過程で PVC 表皮とウレタンフォームの接着
強さが弱くなることが従来より懸念されてきた．
　本研究は，PVC 表皮とウレタンフォームの接着メカニズムを明らかにすることを目的とし，走査型
顕微鏡（SEM）やエネルギー分散型 X 線分光法（SEM-EDX）を用いて接着界面を観察し，またフーリ
エ変換赤外分光光度計（FT-IR）やガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS）を用いて組成分析を行っ
た．その結果，PVC 分子鎖がウレタンフォームに拡散することで，接着強さが発現することを解明した．
更に接着界面における PVC 表皮の接着強さは，PVC 分子鎖のウレタンフォーム深さ方向への拡散に依
存し，この現象は PVC 中の可塑剤の移行により誘起されることが解った．

Abstract
Urethane foam covered with PVC (polyvinyl chloride) skin is one of the most widely used combinations on the 
soft interior products. But this combination may lead to weak peeling strength. The aim of this study is to clarify 
the adhesion mechanism between PVC skin and urethane foam. The adhesive interface was examined by scanning 
electron microscope (SEM) and energy dispersive X-ray, and the component analysis was examined by Fourier 
transform infrared spectroscopy (FT-IR) and gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) .The adhesion 
is created by the diffusion of polyvinyl chloride molecular chain penatrates into the urethane foam. The peeling 
strength depends on the diffusion depth and diffusion concentration of polyvinyl chloride molecular chain, and it is 
induced with the diffusion of plasticizers. 
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1.　は　じ　め　に
　近年，快適な車両コックピット環境の実現のため，内
装インストルメントパネル芯材にウレタン発泡体を形成
し，更に最表面に軟質表皮材を適用した，視覚効果と触
感効果に優れるインストルメントパネル構造（以下「ソ
フトインスト」と呼ぶ）が幅広く採用されている．し
かしながらこの層構造では，表皮材が下層のウレタン
フォーム材に強固に接着していない場合は，車両の使用
過程において，表皮材の部分的な浮きや剥がれが発生す
ることが従来から懸念されていた．
　このような懸念を解決するために，表皮材とウレタン
フォーム材の接着性改善方法が，材料サプライヤや部品
サプライヤ各社において検討されてきた．しかしながら
現在までに，このようなソフトインストに使用される表
皮材とウレタンフォーム材の詳細な接着メカニズムは明

確にされていないのが現状である．筆者らは，今回ソフ
トインストで多用されている塩化ビニル樹脂（PVC）表
皮材とウレタンフォーム材の界面（接着面）の詳細な観
察と分析を行い，その接着メカニズムを解明した．

2.　ソフトインストの積層構造
　ソフトインストに使用されている塩化ビニル樹脂表皮
材（以下「PVC 表皮」と呼ぶ）とウレタンフォーム材

（以下「ウレタン」と呼ぶ）の積層構造を Fig. 1 に示す．
PVC 表皮には，ウレタンとの接着性改善のためのプラ
イマーを使わない仕様を前提としている．Table 1 に今
回実験に使用したサンプルの材料構成について示す．
　PVC 表皮の選択については，事前検討の結果から，
接着界面における接着強さに大きな差異が認められた２
社の PVC 表皮をそれぞれ用いて実験を行った．
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Fig. 1 Schematic cross-sectional diagram of urethane foam.

Table 1 Materials (PVC skins and Urethane foam)

3.　接着基本原理の見極め
3.1.　進めかた

　接着メカニズムを解析するにあたり，以下の手順で進
めて行くこととした．

1) どの接着原理が作用しているかを検討
2) 接着面の破壊状態の観察と接着界面のミクロ観察
3) 剥離接着強さの測定

　以上により接着の基本原理を明らかにし，さらに詳細
な現象解析のアプローチを検討することとした．

3.2.　基礎検討
　接着のメカニズムは，一般的には，1) 化学的結合（官
能基どうしの化学反応によるもの）2) 分子間力（水素結
合によるもの）3) 機械的結合（アンカー効果によるもの）
4) 分子拡散（拡散した分子鎖が互いに絡み合った界面層
を形成するもの）が主とされている．
　しかしながら，実際の接着界面においては，どのよう
な接着メカニズムが起きているのかを解析することは容
易ではなく，多方面からのアプローチが必要であると言
われている 1）．
　一般的には化学的に安定な塩化ビニル樹脂（ホモポリ
マー）中には，ウレタン中のイソシアネート基と化学反
応する水酸基などの官能基は存在しないので，接着界面
における接着メカニズムの候補として，化学的結合は可
能性が低いと考えられる．但し塩化ビニル樹脂には，コ
ポリマーも配合されていることもあり，水酸基やカルボ
キシ基，エステル基などがグラフトされている可能性も
ある．このためウレタン中のイソシアネート基が塩化
ビニル樹脂中の各官能基と化学反応することも考えられ
る．しかしながら今回検討した２社の PVC 表皮におい
てグラフトされている官能基は無いことから，主要因と
なっている可能性は低いと考えられる．

　分子間力に関しては，ウレタン中のウレタン結合と上
述した塩化ビニル樹脂中の各官能基間において，水素結
合を形成する可能性が考えられるものの，検証方法が極
めて困難なため，今回の検討からは予め除外した．
　以上より，3) 機械的結合，4) 分子拡散を想定し，検討
を進めた．

3.3.　破壊状態の観察
　まず機械的結合の可能性を対象に，Table 1 の材料組
み合わせで，実験サンプルを作製し，接着界面の観察と
接着強さの検討を実施した．
　実験サンプルは，横 80mm，縦 125mm，深さ 15mm
のポリプロピレン製トレー中の底に PVC 表皮を予め
セットし，Table 2 に示すポリオールとポリイソシアネー
トの配合で計量した後，ディスポーザブルカップ中で，
ハンドミキサーを用いて均一に撹拌混合したウレタンを
トレー中に流し込み，ウレタンを発泡させて作製した．
得られた実験サンプルを Fig. 2 に示す．

Table 2 Mixing ratio of Urethane foam

Fig. 2 PVC leather and urethane foam adhesion sample.

　次に，この実験サンプルの PVC 表皮の端を手でつか
み，PVC 表皮を剥離して，ウレタンへの定性的な接着
強さ（手剥離試験）と接着面の破壊形態を調べた．その
結果を Fig. 3 に示す．
　A 社の PVC 表皮の場合，手剥離試験の結果，接着
強さは低く，接着面の破壊形態は界面破壊（Adhesive 
Failure 以下「AF」と呼ぶ）であった．一方 B 社の
PVC 表皮の場合，接着強さは A 社よりも高く，接着面
の破壊形態はウレタンの凝集破壊（Cohesive Failure 以
下「CF」と呼ぶ）であった．
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Fig. 3 Manual peeling test.

　尚，接着部分の破壊形態の名称は，JIS K6866（接着
剤 - 主要破壊様式の名称）に従えば，正式には薄層凝集
破壊（SCF：Special Cohesive Failure）になるが，以下
本稿では，単純に凝集破壊（CF：Cohesive Failure）と
呼ぶ．

3.4.　基礎検討
　次に PVC 表皮のウレタンへの接着強さを定量的に求
めるため，90 度剥離試験を行った．
　Fig. 4 に示す試験治具と引張り試験機を用いて，PVC
表皮の剥離強さを測定した．PVC 表皮剥離幅は 20mm，
引張り速度は 300mm/min である．

Fig. 4 90 degree peeling test apparatus.

　ウレタンは，柔らかなフォーム状態であり，つかみ冶
具に固定することが難しいため，予めウレタンを ABS
樹脂のプレート上に両面粘着テープを用いて貼付し，固
定したうえで，この ABS 樹脂のプレートを治具に固定
する．その後，PVC 表皮の端部をつかみ冶具にセットし，
引張り試験機を用いて，上述した試験条件で 90 度剥離
強さを求めた．このようにして得られた 90 度剥離試験
の結果を Fig. 5 に示す．
　PVC 表皮 A 社と B 社の 90°剥離強さには，大きな違
いが見られ，手剥離試験の結果と同様に，剥離形態は，
A 社は AF に対し，B 社は CF であった．これら 90 度
剥離試験サンプルの接着破壊面の状態を Fig. 6 に示す．

Fig. 5 Peeling strength.

Fig. 6 Peeling test specimen and its failure mode.

　筆者らは，A 社の PVC 表皮の場合に，接着強さの発
現が化学的結合，機械的接合または分子拡散のいずれか
のメカニズムにより起きていると考えた．更に接着性に
差が発生する原因が PVC 表皮側に起因し，A 社と B 社
の PVC 表皮の接着面の形状もしくは組成に接着強さを
決定づける要因があると考えた．
　このため，次に PVC 表皮の接着面のミクロ観察と
PVC 表皮の組成の検討を行った．

4.　接着面の観察と分析（ミクロ観察）
4.1.　接着界面の観察（SEM）

　接着界面における機械的接合（アンカー効果）の効果
を確認するために，上述した PVC 表皮とウレタンの接
着界面（断面）の SEM 観察を行った．Fig. 7 に示した
SEM 写真では，A 社及び B 社の PVC 表皮共にウレタン
との接着界面は，全てほぼ平坦であり，明確な機械的接
合（アンカー効果）は観察出来なかった．尚，Fig. 7 の
SEM 写真は，向かって左側が PVC 表皮，向かって右側
がウレタンである．
　明確な機械的接合が観察できなかったことから，筆者
らは，PVC 表皮とウレタンの接着は，接着界面におけ
る分子拡散によって発現しているのではないかと推察
し，接着面における元素マッピングを行った．
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Fig. 7 Observation of cross section.

4.2.　エネルギー分散X線分析（EDX）
　接着界面における分子拡散の存在状況を確認するため
に，上述した PVC 表皮とウレタンの接着面（断面）の
エネルギー分散 X 線分析を行い，PVC 表皮とウレタン
の接着面中の元素の分布状況を観測した．エネルギー分
散 X 線分析とは，電子線や X 線を照射した際に発生す
る特性 X 線（蛍光 X 線）を検出して，そのエネルギー
と個数を強度として計測することによって，元素分析を
行う分析方法である．
　筆者らは，PVC 表皮とウレタンの構成元素が異なる
ことに着目し，接着面における各元素（Cl，O，N）の
分布を観察し，接着界面近傍の PVC 表皮側にウレタ
ンの構成元素がどのように分布しているかを観察した．
Table 3 に PVC 表皮とウレタンの化学成分の差異（構成
元素）について示す．

Table 3 PVC and Urethane constituent element

　エネルギー分散 X 線分析を用いた PVC 表皮とウレタ
ン接着面における元素分析の結果を Fig. 8 に示す．今回
の元素分析では，PVC 表皮材からは，ウレタンだけに含
有される N（窒素）は，検出感度の問題上，検出されな
かった．A 社，B 社の PVC 表皮材共に，ウレタンとの
接着界面において Cl，O の存在を確認出来たが，それら
の Cl，O 原子の分子拡散の状況は明確には解らなかった．

Fig. 8 Energy dispersive X-ray analysis

　このため筆者らは，各構成元素の深さ方向の分布を確
認するために，接着界面における O，Cl のマッピング分
析を行った．その結果を Fig. 9 に示す．A 社及び B 社
PVC 表皮材は共に O に関しては，ウレタン側から塩ビ
表皮材側への移行分布は見られなかった．一方，Cl に関
しては，B 社の PVC 表皮材のみが塩ビ表皮材側からウ
レタン側の深さ方向に，約 10 ミクロン移行分布してい
る様子が確認出来た．

Fig. 9 Mapping image of detected constituent elements.

　この現象は，PVC 表皮の塩化ビニル樹脂の分子鎖が
ウレタン中に拡散して存在していることを示している．

4.3.　接着に及ぼす因子の解明
1）差異の原因の推定

　前述したエネルギー分散 X 線分析結果につき，さらに
考察を行った．
　Fig. 9 に示す元素マッピングの観察結果から，B 社の
PVC 表皮の Cl のウレタン層の深さ方向への拡散程度が，
A 社の PVC 表皮に比較すると，Cl 存在率は，より多く，
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かつより深い．この現象が発生する原因としては，表皮
材中に最も多く含まれる添加剤成分，特に可塑剤の差異
が関係していることが考えられる．すなわち固相状態の
塩化ビニル樹脂は，同じく固相状態のウレタンに対して
拡散することは難しいが，液相状態の可塑剤が固相状態
のウレタンの深さ方向に拡散するのに伴い，塩化ビニル
樹脂の分子鎖の一部がウレタン中へ拡散するメカニズム
が推察される．

2）可塑剤の定量分析
　以上の考察に基づき，PVC 表皮中の可塑剤拡散現象
を確かめるため，PVC 表皮中の可塑剤種類と配合量の
分析を行った．ジエチルエーテル・ソックスレー抽出器
を用いて，PVC 表皮から可塑剤成分を抽出し，その後，
抽出された可塑剤成分の分離を行い，それぞれの可塑剤
種類についてフーリエ変換赤外分光分析法（FT-IR）と
ガスクロマトグラフィー質量分析法を用いて可塑剤成分
の同定を行った．
　フーリエ変換赤外分光光度計とは，化学物質に赤外線
を照射した際に，赤外線が透過または反射した光を分光
することで，官能基の種類を特定して，成分同定を行う
分析方法である．またガスクロマトグラフィー質量分析
法とは，気体クロマトグラフ法であり，気体のカラム内
の充填剤に対する吸着性または分配係数の差異を利用し
て化学物質を分離する方法であり，更に分離された化学
物質について質量分析計を用いて，成分の同定と定量を
行う分析方法である．
　これらの分析結果から，PVC 表皮材の主な可塑剤は，
A 社，B 社共にトリメリット酸トリス 2-（エチルヘキシ
ル）（以下 TOTM と呼ぶ），更に A 社からはセバシン酸
ジ２- エチルヘキシル（DOS）が，また B 社からは，そ
の他少量の 1 種類の可塑剤が確認された 2）．
　ウレタンに接着させていない PVC 表皮単独について，
ガスクロマトグラフィー質量分析の結果をFig. 10に示す．

Fig. 10 Identification of plasticizer by GC-MS spectrometer

　分析によって得られた B 社の可塑剤は，化学構造が不
明で構造が同定出来ないため，以下本稿においては，こ

の可塑剤を暫定的に，「可塑剤α」と呼ぶことにする．
これらの分析で明らかになった PVC 表皮に含まれる可
塑剤の種類を Table 4 に示す．

Table 4 Plasticizer in PVC

　PVC 表皮単独状態，ウレタンに一旦接着した後に直
ちに剥離した PVC 表皮から抽出された可塑剤の種類と
含有量の分析を試みた．フーリエ変換赤外分光光度計分
析，及びガスクロマトグラフィー質量分析から得られた
結果を Table 5 に示す．

Table 5 Content of plasticizer

　A 社の PVC 表皮の可塑剤総量は，一旦ウレタンに
接着した後に，直ちに 0.5％減少するのに対し，B 社の
PVC 表皮の可塑剤総量は，更に大きく 1.5％減少してい
る．筆者らは，可塑剤減少量の大小が塩ビ分子鎖の拡散
を促進していると推定した．
　すなわち，塩ビ表皮がウレタンと接触すると同時に，
塩ビ表皮側からウレタン側への可塑剤の移行が始まり，
可塑剤のウレタン側への拡散に伴い，PVC 分子鎖の一
部がウレタンフォームの深さ方向に拡散していると推定
される．この際に，可塑剤の固相間移行量が多ければ多
いほど，PVC 分子鎖のウレタン側への拡散がより促進
され，その結果，接着界面において，4.2 で前述した分
子拡散層が形成され，接着界面における接着強さを発現
するものと考えられる．

3）ウレタン配合の影響（化学結合の可能性の検証）
　以上のように，接着の主メカニズムとして分子拡散を
強く示唆する結果が得られた．しかしながら 3.2 で述べ
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たように化学結合の可能性が残されている．これに対し，
以下のようにウレタンの配合比率を意図的に変える方法
で確認を試みた．
　一般的にウレタン発泡体は，ポリオール（主剤）とポ
リイソシアネート（硬化剤）を混合することで得られる。
次式に示す水酸基とイソシアネート基の反応により，：
nOCH-R-NCO + nHO-R’-OH　 →　[-CO-NH-R-NH-CO-
O-R’-O-]n 架橋反応の過程で水分とイソシアネートが反
応し，二酸化炭素を生成しながら発泡体を形成する。こ
のとき当量を超えてイソシアネート基が過剰に存在すれ
ば，PVC 表皮中に存在する各官能基とイソシアネート
基が化学反応すると考えられることから，過剰あるいは
過少のイソシアネートが接着強さに与える影響を介して
化学結合の可能性検証が可能となる．そこで，ポリオー
ルとイソシアネートの当量関係を変えたウレタン発泡体
の各配合を調製することとした．
　この実験に使用したウレタンフォーム材の混合条件を
Table 6 に示す．参考までに，ポリオール 100 重量部に
対し，ポリイソシアネート 46 重量部が，ウレタンフォー
ム材料メーカーの推奨当量関係（サンプル c）である．
サンプル a，b は，イソシアネート当量が過少な配合，
サンプル d，e はイソシアネート当量が過剰な配合となっ
ている．

Table 6 Mixing ratio of urethane foam

　これらの配合のウレタンを用いて，PVC 表皮 A 社を
対象に，3.3 に示した 90 度剥離試験を行い，各当量比関
係における結果を Fig. 11 に示す．
　A 社の PVC 表皮とウレタンを接着した初期の結果は，
イソシアネートの量の大小に関わりなく，90 度剥離強さ
は，ほぼ同じレベルである。また，接着面の破壊形態も
イソシアネートの大小に関わりなく，全て AF であった．
これらの結果からウレタンの配合が PVC 表皮の初期接
着性に与える影響は極めて限定的であり，接着界面にお
いて，化学反応は起きていないことが確認された．

Fig. 11 Peel strength depend on mixing ratio

5.　結　論
　本研究では，自動車内装インストルメントパネルに使
用される PVC 表皮とウレタンの接着メカニズムの解明
を行い，PVC 表皮中の可塑剤移行により PVC 分子鎖が
選択的にウレタンへ分子拡散することで接着強さが発現
することを見出した．
1） PVC 表皮からウレタン側への可塑剤移行量が多いほ

ど分子拡散は促進される．
2） Cl の深さ方向への拡散は約 10 ミクロンであり，この

場合には，接着面の破壊形態は CF になり，接着強
さが発現する．
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