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電線・ケーブル，熱収縮チューブ製造のための放射線架橋プロセス
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1 諸 言

加速電子線をはじめとする電離放射線の照射は高分
子材料の架橋，キュアリング，形状記憶などの改質手
段として，工業的に幅広く活用されている．特に，電
子機器の内部配線や自動車のワイヤーハーネス（組み
電線）に用いる電線，ケーブル，熱収縮チューブにお
いて，絶縁材料の耐熱性，耐油性，耐摩耗性などの特
性向上の手段として電子線照射による架橋は不可欠な
プロセスとして使用され続けてきた1, 2)．本稿では当
該分野における電子線架橋プロセスの特徴と製品開発
の状況，今後の動向について述べる．

2 電子線照射プロセスの特長

高分子材料の架橋手段としては，熱架橋，シラン架
橋があるが，電子機器や自動車用の電線，ケーブル，
熱収縮チューブは絶縁体の肉厚が数 mm以下の薄肉の
製品が大半であり，かつ製品の大量供給が必要である
ことから，架橋を極めて高速で行える電子線架橋は効
率的な架橋プロセスといえる．

Table 1は電子線架橋，熱架橋，シラン架橋を比較し
たものである．電子線照射は架橋を秒単位で行うこと
ができ，しかも幅広い種類の高分子材料を架橋できる
利点がある．しかし，肉厚方向に架橋度の分布を持つ
こと，加速電圧で架橋可能な厚みが制約されること，
加速電圧が高くなるほど放射線遮蔽等の工事も含めて
設備費が高額となる欠点がある．
次に，熱架橋は高分子材料に有機過酸化物を配合す

る必要があり，それにともなうコンパウンドのシェ
ルフライフの問題，押出加工条件の制約，特性とのト
レードオフの発生などの配合設計上の問題に加えて，
加圧水蒸気を用いる長尺加硫管などの加硫設備も必要
となる．しかし，厚肉の絶縁体を架橋できること，架
橋速度が分単位であることから，高圧–超高圧電力ケー
ブルの絶縁体の架橋には熱架橋が適用されている．
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一方，Fig. 1にポリエチレンを例にシラン架橋のメ
カニズムを示す．まず，有機過酸化物を用いてポリエ
チレン分子にビニルシランをグラフトする．このグラ
フト体に錫系の架橋触媒を添加して電線，ケーブル等
に押出成形した後，温水槽に数時間–1日程度浸漬する
ことでポリエチレン分子同士を架橋する．絶縁体の外
周から水分が内部に拡散し，グラフト体のシラン基が
加水分解して生成するシラノール基同士が化学結合す
ることによって架橋が進行する．
したがって，架橋速度は水分の拡散速度が律速であ
り，架橋時間が長くなる欠点があるが，肉厚方向の架
橋度の均一性が高く，高価な電子線加速器や加硫設備

Table 1. Comparison of crosslinking process.

電子線架橋 熱架橋 シラン架橋

長所

• 架橋速度大
（秒単位）
• 架橋できる材
料の制約が少な
い

• 架橋速度中
（分単位）
•設備コスト中

• 厚み方向の架
橋度が均一（厚
肉製品に適す
る）
•設備コスト小

短所

• 厚みに制約
（加速電圧）
• 厚み方向の架
橋度が不均一
• 設備コスト大
（加速電圧に依
存）

• 厚みに制約
（熱伝達速度）
• 厚み方向の架
橋度が不均一
• 架橋できる材
料の種類に制約

• 架橋速度小
（数時間単位）
• 架橋できる材
料の種類に制約

Figure 1. Mechanism of silane crosslinking.
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も不要であり，低圧–中圧の絶縁電線，電力ケーブル
の架橋に利用されている．しかしながら，適用できる
高分子材料がポリエチレン，ポリプロピレン，エチレ
ンプロピレンゴム，エチレンアクリル酸エステル共重
合体等に限られるので，電子機器や自動車用の電線・
ケーブルの絶縁材料の配合設計を行う場合の制約にな
る面は否めない．これに対し，電子線照射による架橋
は適用できる高分子材料の制約が少なく，架橋剤の配
合も不要であり，配合設計の自由度が高い利点がある．

3 自動車用架橋電線

2014年の自動車（トラック、バスを含む）の生産量
は国内で 970万台，世界中では 8900万台に上る．
自動車の内部には電源線，信号線のワイヤーハーネ

ス（組み電線）が隅々にまで張り巡らされており，自
動車の高性能化，高機能化の進展に伴い，今後もワイ
ヤーハーネスの電線長が増加すると予測されている
(Fig. 2)．

Figure 2. Automotive wire harness.

ワイヤーハーネスに使用される電線の多くはポリ塩
化ビニル (PVC)を絶縁体に使用したものであるが，そ
の理由は，PVC自体が難燃性であること，高強度で耐
摩耗性に優れること，可塑剤の配合によって柔軟性を
自在に制御でき，電気絶縁性にも優れることなど多く
の利点をあわせ持つことがあげられる．
ワイヤーハーネスに適用される電線の 10 %程度が

架橋 PVC電線や架橋難燃ポリエチレン電線であるが，
PVCを架橋できるのは電子線照射のみであり，電線，
ケーブル分野で電子線照射による架橋プロセスが工業
的に拡大してきたのは，この PVC を架橋できるとい
う特長に負うところも大きい3)．すなわち，PVCを熱
架橋しようとすると，有機過酸化物から発生したラジ
カルが PVC を分解すること，シラン架橋の場合も同
様の理由でビニルシランのグラフトが難しく，仮に，
グラフト体が得られたとしても，PVCから発生する塩
酸の作用によってグラフト体の架橋が押出機内で進行
してしまい，成形加工が困難となる．
電子線照射による架橋が幅広い材料に適用できるも

う 1つの好例がポリウレタン樹脂の架橋であろう．
自動車のアンチロックブレーキシステム (Antilock

Brake System: ABS)は運転の安全性向上のために国内
ではバス，トラック，トレーラーの 2014年 11月発売
以降のモデルへの装着が義務化され，また，多くの乗
用車にも装着されるようになった．

ABSに使用されるケーブルは車輪の回転速度を検出
するセンサーからの電気信号をエンジンコントロール
ユニット (Engine Control Unit: ECU) に伝送するため
のケーブルで，タイヤハウス内という着水，着氷，振
動等の極めて厳しい環境に配線されることから，電子
線照射による架橋で信頼性を高めたポリウレタン樹脂
を外被に適用したケーブルが開発され，実用化されて
いる (Fig. 3)4, 5)．
その後もカーエレクトロニクスの高度化の要請に応
えるべく，電子線照射で架橋したフッ素ゴムやフッ素
樹脂を適用した耐熱性と耐油性に優れた電線，ケーブ
ルが次々と開発され，現在に至っている6)．

Figure 3. ABS sensor cable assembly.

4 電子機器用架橋電線

テレビ (TV)，エアコン等の家電製品をはじめとす
る電子機器の内部配線としても電子線照射の架橋電
線は重要な役割を果たしてきた．米国では電気製品
の普及拡大を背景に，感電事故や火災から生命，財産
を守る目的で 1894年に火災保険業者電気局が設立さ
れ，製品の安全性検査の試験方法の策定と試験が実施
され，これが後に UL 規格 (UL LLC, 旧 Underwriters
Laboratories Inc.) の策定に繋がり，世界的なデファク
トスタンダードになった．すなわち，海外に輸出する
電気製品は UL 規格の認定取得が必須となり，電線，
ケーブルについても，難燃性，耐熱性，電気絶縁性等
に関する規格が製品群毎に制定され，整備されていっ
た7)．
具体例の 1つが TVのブラウン管に直流高電圧を供
給する高圧絶縁電線で，電気絶縁性と耐熱性を担う照
射架橋ポリエチレンを絶縁体，難燃性を担う照射架橋
軟質 PVCを外被に適用したUL105 ◦C定格の絶縁電線
である．その後，ブラウン管 TVは液晶 TVに置き換
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わったが，液晶パネルを表示させるには冷陰極管を用
いたバックライトが必要で，この冷陰極管に数 100 V–
数 kVの高圧電流を供給でき，しかも狭い配線スペー
スにも適用できるように，高い柔軟性の難燃ポリオレ
フィン樹脂を絶縁体に適用した UL105–150 ◦C定格の
柔軟性高圧電線が開発され，実用化された (Fig. 4)8)．
また，エアコンのコンプレッサーのモーターの口出

し線（巻線のリード線）には UL125 ◦C定格の照射架
橋難燃ポリオレフィン樹脂を絶縁体に適用した絶縁電
線が適用されてきた．これは耐熱性と口出し線を固定
する含浸ワニスに対する耐薬品性の要求によるもので
ある9)．

Figure 4. Backlight assembly for LCD panel.

5 熱収縮チューブ

熱収縮チューブは電線端末の絶縁処理，電力ケーブ
ル端末の電界緩和，ワイヤーハーネスの接続部や分岐
部等の防水処理，自動車用等の金属配管の防食保護等
の幅広い用途で使用されてきた．
熱収縮チューブの製造方法には PVC やポリエチレ

ンテレフタレート (PET)の熱収縮チューブのように，
樹脂のガラス転移温度付近の温度でチューブに内圧
を印加する等の方法で径方向に膨張して製造するもの
と，電子線照射の架橋技術を適用するものがあり，本
稿では後者について述べる．

Figure 5に熱収縮チューブの形状記憶と熱収縮の原
理を示す．ポリエチレン等の結晶性を有する熱可塑性
樹脂を押出成形法でチューブ状に成形し，電子線を照
射して架橋する．この際，架橋は主に非晶性の部分で
進行する．この架橋したチューブを結晶成分の融点以
上の温度に加熱し，チューブに内圧を印加する方法で
所定の内径にまで膨張させ，冷却して形状を固定した
ものが熱収縮チューブである．膨張した形状は結晶成
分により固定される．このようにして製造した熱収縮
チューブを融点以上の温度で加熱して結晶成分を融解
させると，加硫ゴムと同様の分子構造となるため，架
橋した時の形状にまで収縮する．これが照射架橋によ
る形状記憶効果と熱収縮の原理である10, 11)．

熱収縮チューブは輸出品を含めた電気製品の内部配
線での需要が高まったことから，UL125 ◦C 定格の難
燃ポリオレフィン樹脂を手始めに，電線，ケーブルと
全く同様にニーズの多様化に応えるべく多様な製品が
開発され，現在に至っている．

Figure 5. Mechanism of shape memory and
heat shrink for cross-linked polymer.

6 今後の展望

電子機器の内部配線や自動車用電線は今後ますます
需要が増加と予想されており，性能の向上とともにコ
ストパフォーマンスの向上も欠かせない．電子線照射
による架橋技術は電線，ケーブル，熱収縮チューブ等
の長物製品の製造プロセスとして今後も確固たる位
置を占め続けるであろう．本文を締め括るにあたり，
弊社では長物だけでなく，樹脂の射出成形部品に放射
線照射を施し，耐熱性等の特性を向上した樹脂部品を
開発し上市していることを付け加えさせていただき
たい．
また，樹脂成形部品に限ることなく，放射線架橋技
術の特長を活かした様々な応用製品の開発が今後も継
続されることを期待したい．
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