
Flamestab®NORTM116 FF 

ノンハロゲン系難燃剤 

ポリオレフィン繊維・フィルム・不織布などの耐候性を付与 

 

Flamestab® NOR 116 FF は難燃グレード製品の安全性

向上に貢献します 

 単体で難燃性を発揮 
 ハロゲン系難燃剤および酸化アンチモン削減効果 
 限界酸素指数 (LOI) 向上 
 低塩基性 NOR 型 HALS として優れた耐候性を付与 
 
 
優れた難燃効果と取扱い性 
Flamestab® NOR116 FF は有機化合物であり、通常のプラ
スチック添加剤と同様に取扱いができます。即ち樹脂に対し
て優れた分散性を示すとともに、物理的・機械的物性を阻害
しません。Flamestab® NOR116 FF は固相で難燃性を発揮
します。気層で難燃性を発揮するタイプの難燃剤より効果的
です。これらの利点から極めて低濃度でその効果を発揮す
る事が確認されており、MVSS 302（自動車内装用燃焼試験）
による評価では添加濃度僅か 0.5%で、規格を満たすことが
できました。また本製品は FF 粒形をしておりフィード性に優
れている事から、円滑な樹脂コンパウンド生産をサポートし
ます。 
 

 

 

他難燃剤の削減効果 

Flamestab® NOR116 FF は、樹脂において一定の難燃性を

保持しながら他の難燃剤（ハロゲン系、アンチモン系）の削

減効果を発揮する事ができます。この事は難燃性樹脂の製

造から最終製品の使用状況において、安全性の向上に貢

献すると考えています。次の例では酸化アンチモンを未使用

とするだ けでなく、代表的 なハロゲン系難燃剤で あ る

DBDPO の使用量を 50%以上削減する事に達成しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

限界酸素指数 (LOI) 向上 

Flamestab® NOR116 FF の効果は、限界酸素指数 (LOI) 

でも確認することができます。LOI が空気中の酸素濃度であ

る 21 を超える場合、その物質は空気中では燃焼継続がで

きず、難燃・不燃性を示します。下記は PP 不織布における

LOI 測定結果であり、本製品の効果により不織布が難燃性

となったことを示しています。 

高耐候性付与 

Flamestab® NOR 116 FF は NOR 構造を有している事から、

通常の HALS としても優れた性能を示すことが分かっていま

す。一般的な高性能 HALS との比較でも、その高い耐候

性を示すだけではなく、臭素系難燃剤との併用でもその

効果を発揮します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

The descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith, and are based on BASF’s current 

knowledge and experience. They are provided for guidance only, and do not constitute the agreed contractual quality of the product 

or a part of BASF’s terms and conditions of sale. Because many factors may affect processing or application / use of the product, 

BASF recommends that the reader carry out its own investigations and tests to determine the suitability of a product for its particular 

purpose prior to use. It is the responsibility of the recipient of product to ensure that any proprietary rights and existing laws and 

legislation are observed. No warranties of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, warranties of 

merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth 

herein, or that the products, descriptions, designs, data or information may be used without infringing the intellectual property rights 

of others. Any descriptions, designs, data and information given in this publication may change without prior information. The 

descriptions, designs, data and information furnished by BASF hereunder are given gratis and BASF assumes no obligation or liability 

for the descriptions, designs, data or information given or results obtained, all such being given and accepted at the reader’s risk. (09 

/ 2011) 

® = registered trademark of BASF SE We create chemistry 


