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3. 応 用

放射線グラフト重合技術を応用した機能性材料の開発と実用化

(株)環境浄化研究所　 須郷高信

1 はじめに

日本原子力研究所高崎研究所 (現日本原子力研究開
発機構高崎量子応用研究所)の草創期に奉職し，エチ
レンの放射線重合の研究に従事した．重合条件と分子
量分布との関係を検討する途上で，X線回折，熱特性，
IRスペクトルなどの測定により，高分子の生成過程で
グラフト重合反応が長鎖分岐に関与することを見出し
た．放射線グラフト重合の生成過程を検討するため，
ESRを用いて照射ポリエチレン (PE)に各種ビニルモ
ノマーを気相で接触させ，アルキルラジカルの変化を
追跡した．その後，放射線グラフト重合の研究を発展
させ，各種形状の特性を生かした機能性材料の開発と
実用化を進めた1–3)．

2 電池用隔膜の実用化

1970 年代，デジタル腕時計の発展と共にボタン型
アルカリ電池の高性能化の要求が高まった．初期の
ボタン型アルカリ電池は正極と負極の隔膜（セパレー
ター）に導電性のセルロース膜（セロハン）が用いら
れ，40 %KOH電解液での劣化が激しく長寿命化が大
きな課題であった．日本万国博覧会を契機に小型電
子機器が急速に発展し，高性能長寿命電池の開発は緊
急の課題となった．我々は 25 μm PE 薄膜に前照射法
で，アクリル酸のグラフト重合を行い導電性 PE膜の
合成技術の開発を進めた．グラフト重合膜の破断面を
X線マイクロアナライザーで測定し，膜断面に対して
グラフト鎖が均一に分散された時点で，10 mΩ以下の
低抵抗導電性膜が得られた4)．40 %KOH 電解液では
スチレン型イオン交換樹脂と比較して PEグラフト膜
は耐久性に優れていることが確認され，当時の湯浅電
池 (株)と原研との共同研究で，ボタン型電池用隔膜の
実用化を進めた．酸化銀電池の電極間の反応式を以下
に示す．
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正極側 Ag2O + H2O + 2e−→ 2Ag + 2OH− (1)
負極側 Zn + 2OH−→ ZnO + H2O + 2e− (2)
両極間 Ag2O + Zn→ 2Ag + ZnO (3)

Fig.１に電池内のイオン移動を模式図で示す．
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Figure 1. Ion transport of button-shaped battery.

アクリル酸グラフト膜はカルボキシル基の存在によ
り正極側で溶解した銀酸イオンの負極側への移行を阻
止し，耐強アルカリ性が高いため酸化銀ボタン型電池
の要求特性を満たすものであった．電池内では水の透
過性が重要な要素であるが，グラフト率が高くなると
膨潤によるイオンの逆拡散が生じ，電池寿命に影響し
た．PE 素材を事前に放射線架橋した後に，グラフト
重合を組合わせることで水の移動度が高くイオンの逆
拡散を抑制することが可能となった．PE薄膜 (25 μm)
はグラフト重合に伴って 30 %以上も膨潤し，乾燥工
程で収縮するため均質な導電性膜の製造は困難を極め
た．電池性能は電気抵抗の均一性に大きく依存するた
め，照射条件，グラフト重合条件，洗浄乾燥条件など
一連の連続製造技術を確立し，長寿命高性能電池膜の
目的を達成した5)．グラフト重合膜を利用した隔膜は
耐久性が高く超薄型電池に適応するため，現在でも腕
時計用電源として利用されている．放射線グラフト重
合技術を適応した世界初の工業製品となった．グラフ
ト重合は不織布素材にも適応し，不織布と薄膜の組合
わせによる Ni-Cd 用大型電池の隔膜として実用化さ
れ，充放電特性が高く，耐久性が 20年と長寿命化を
達成し，電車用非常用電源として活用されている．

74 放 射 線 化 学 第 100号 (2015)



放射線グラフト重合技術を応用した機能性材料の開発と実用化

vi
ru

s i
nf

ec
tiv

ity
TC

ID
50

contact time (min.)

<-2.1

-4

-5

-3

0 302010 605

graft filter

control

Figure 2. Disinfection of in-
fluenza virus with graft filter.

3 グラフト重合技術の感染症予防への貢献

咽喉のうがい薬で知られるポビドンヨード (商標名：
イソジンガーグル)はウイルスやMRSA，セラチア菌
などの抗生剤に耐性のある細菌や真菌などに対して
有効であり，世界各地の医療機関で利用されている．
(株)荏原製作所との共同研究で放射線グラフト重合技
術を応用し，ポビドンヨードを不織布やフィルタ素
材などに安定に固定化する技術を開発した．この技術
を発展させ既存の繊維加工素材にビニルピロリドン
(NVP)とビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロ
ライド (VBTAC) との共重合体を工業生産することが
できた．グラフト重合ポビドンヨードフィルタの殺菌
性能を医学系大学研究機関で測定した結果，Fig. 2に
示すように，インフルエンザウイルスに対しても感染
価の著しい低下が認められ，風邪対策マスクとして製
品化された．院内感染菌として大きな社会問題になっ
ている抗生薬剤に耐性を持つMRSA やセラチア菌に
対しても優れた殺菌効果を発揮することが確認され
た6)．
繊維素材に NVP と VBTAC の共重合体を生成する

ことで 40 mV以上のゼータ電位が得られ，静電吸着に
よる微粒子の除去効果が確認された．メルトブロー方
式による不織布技術とグラフト重合技術を融合するこ
とにより，0.1 μmの微粒子を 99 %カット（財団法人
カケンテストセンターによる測定）することが確認さ
れた．この技術を発展させ，大気汚染対策 (PM 2.5や
ウイルス対応)マスクや高機能空気浄化装置など機能
繊維を応用した環境浄化製品の企業化を進めた7)．

4 繊維素材の機能化技術を衣料品へ応用

汎用のチーズ巻原糸にコバルト 60 γ 線を照射した
後，既存の染色装置を利用して，前照射グラフト重合
法で消臭や抗菌機能を直接導入することが可能となっ
た．グラフト重合繊維と未処理繊維を組合わせて紡織
した機能性繊維製品を開発し，大量生産技術を確立し
た．この技術を発展させ大手百貨店との提携により，
衣料品や寝具，介護，スポーツ用品などの各種高機能
繊維製品のブランド化（商標名：DeoRex）を進め，繊
維製品市場への参入を果たした．衣料品は消臭機能
と洗濯耐久性が重要視されるため，100回の洗濯耐久
性を実証した．また，専門企業の協力を得て，ファッ
ション性に優れた製品化を進め，大手通販部門で上位
の販売実績を得た．
国立研究機関の基礎研究から生まれた放射線利用技
術が，地域特有の企業と連携し，合成，染色，紡織，
アパレルの各専門分野がそれぞれの特性を出し合って
ネットワークを構築してコストの低減化を進めること
で新興ベンチャー企業が大手市場への参入を図ること
ができた8)．

5 繊維状吸着除染材料の開発

既存のセシウム (Cs) 吸着材料はプルシアンブルー
（フェロシアン化鉄）やゼオライトの粉末および造粒
加工製品が主流である．福島第一原発事故では海水注
入による強制冷却を行ったため，アルカリ金属やアル
カリ土類金属イオンが多量に共存する環境となり，プ
ルシアンブルーやゼオライトの吸着性能が著しく低下
し，事前に脱塩工程が必要となった．また，プルシア
ンブルーはアルカリ分解型であり，海水中の弱アルカ
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Figure 3. Adsorption isotherm of
cobalt-ferrocyanide-impregnated
fiber for cesium ions.
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リ領域では分解に伴う長期安定性に課題があった．千
葉大学大学院工学研究科斎藤恭一教授との共同研究
として，既存のナイロン繊維を素材に放射線グラフト
重合技術を応用し，フェロシアン化コバルト等を長期
間安定に担持する大量合成技術を確立した9)．合成方
法は既存のナイロン繊維を骨格にグラフト重合鎖中
のアニオン交換基にフェロシアン化物イオンを吸着
させ，塩化コバルトと塩化カリウム水溶液に浸漬して
フェロシアン化コバルトとカリウムのジャングルジム
型結晶を生成し，グラフト重合側鎖に安定に担持させ
た10–12)．Fig. 3に示すようにグラフト重合繊維はゼオ
ライト粒子 (キュリオン社が使用したチャバサイト型)
と比較して約 400倍の性能が得られ，特に海水中での
セシウム吸着性能に優れた特性を示した13)．
既存のストロンチウム (Sr) 除染材料としては主に

フィンランド製の SrTreat微粒子が使用されているが，
我々は港湾内の除染などで取り扱いが容易な繊維状吸
着材料の製造技術を確立した．既存のナイロン繊維に
アニオン交換基をグラフト重合した後，ペルオキソチ
タン錯体を生成し，チタン酸ナトリウムの層状結晶を
導入した．Fig. 4 で示す海水中の Sr 除去率は既存の
SrTreat よりも吸着速度が大きく高性能除染材料が得
られた14)．
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Figure 4. Removal of strontium from seawater.

Csと Srのイオンとコロイドの同時除去を目的に放
射線グラフト重合繊維をワインドフィルタに加工し，
多核種除去設備のプレフィルタとして設置された．現
在は組紐技術を応用したモール状吸着材料を港湾内の
除染システムとして設置する方法に関する実証試験が
進められている15, 16)．

6 その他の実用化例

放射線グラフト重合技術の特性を生かした機能性高
分子材料の工業製品は各市場に進出しているが，紙面
に制約があり，その一部を紹介した．その他，(株)荏
原製作所との共同研究で進めた半導体製造設備の超ク
リーンルーム用空気清浄フィルタ (商標名：EPIXフィ
ルタ)の製造は電子線照射とグラフト重合とを一体化
した世界初の連続製造装置で行い，15 年を経過した
現在でも安定稼働を継続している17)．日本インテグリ
ス (株) の超純水中の極微量金属除去フィルタ（商標
名：プロテゴ）はグラフト重合イオン交換不織布を利
用し，半導体製品の性能向上に寄与している．グラフ
ト重合した不織布とネット状のイオン電導スペーサ
を組み合わせた電気式脱塩装置 (商標名：GDI；Graft
De-Ionization)は従来の純水製造装置の 2 分の 1 以下
の高性能小型化を実現した．斎藤教授との共同研究で
は世界初の多孔性中空糸型タンパク質除去モジュール
（商標名：QyuSpeedTMD）が旭化成メディカル (株)か
ら世界に向けて発売された18)．その他，鉱山廃水から
のカドミウムや六価クロムの除去，ネオジム磁石切削
粉からのネオジムとジスプロシウムの分離精製，海水
淡水化による濃縮水からの海洋資源の回収など放射線
グラフト重合技術の特性を生かした工業化技術の研究
が進められている19–21)．
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