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3. 応 用

電子線 (EB)の紙，プラスチックフィルムへの産業利用

岩崎電気株式会社　 武井太郎

1 はじめに

紙，フィルムへのコーティング，フィルムの架橋と
いったコンバーティング分野では，主に低加速電圧の
電子線 (Electron Beam = EB)が利用されている．コン
バーティング (Converting)とは主にフィルム，シート，
金属箔，紙，不織布，鋼板などの比較的薄い基材に，
コーティングや印刷等の二次加工を加え，新たな製品
とする産業界の用語である．本稿では EBによる架橋，
硬化反応を利用したコンバーティング分野，および印
刷分野での利用を中心に紹介する．

2 電子線照射装置の概要

一口に EB装置（電子加速器）と言っても，産業で
利用されている EB装置には様々な種類があるが，コ
ンバーティングの分野で利用されているのは，ほとん
どすべてが低加速電圧型と呼ばれている加速電圧が
300 kV以下のタイプである．EB装置より照射される
電子線は「ビーム」と呼ばれているが，実際には細く
絞ったビームではなく，幅を持ったカーテン状のビー
ムである．そのためこのタイプの EB装置は「カーテ
ン型」または「エリアビーム方式」などと呼ばれて
いる．
一般的な EB装置はロール・トゥー・ロールで紙や

プラスチックフィルムなどを連続して送り，その表
面を連続的に照射するのに適した構造となっている．
Figure 1 に典型的な EB 装置の照射部の構造を示す．
真空チャンバー内で発生し，加速された電子はビーム
となり，ウインドウを通過して，大気圧側のウェブが
通過するトンネル内でウェブに対し照射される．ビー
ムの幅は装置の設計次第で自由に製作できる．生産用
の装置としては EBが照射される紙やフィルムの幅に
合わせてさまざまなタイプがあるが，1 mから 2 m程
度の照射幅の装置が多くの割合を占めている．放射線
加工として γ線もある．γ線は透過距離が長く，線量
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Figure 1. Typical structure of an electron beam system.

率が低いのに対して，低加速電圧型の EB 装置では，
透過距離は短く (数 10 μmから 100 μm程度)，その部
分での高い線量率 (例えば 100 kGy/s程度)が特徴であ
る．これは表面処理・加工において有利であり，連続
して高速でフィルムの架橋やコーティングの硬化を行
うのに非常に適している．

3 架 橋

プラスチック素材をEBで架橋し，耐熱性，強度を改
善するプロセスは従来より行われている．PE (ポリエ
チレン)などは適度な EB 照射を施しただけで架橋が
進み，耐熱性が向上し，引っ張り強度が強くなる．EB
で架橋できる素材としては他にポリプロピレン (PP)，
塩化ビニル (PVC)，ゴムなどがあり，さまざまなもの
で実用化されている．素材によっては多官能モノマー
を架橋剤として添加する必要がある．
実用化されている EB架橋製品の例を挙げると，耐
突き挿し性（破れ難さ）を向上させた熱収縮フィルム，
半導体製造時に使用されるフィルム，架橋により耐熱
性を高めた塩ビテープ (Fig. 2)などがある．

PE などのポリオレフィンに発泡剤を加え，シート
に成形し，EB架橋した後に，加熱などの方法でシー
トを発泡させることで，ポリオレフィンの発泡シート
が製作できる．壁紙などの建築資材1)，包装材料，各
種梱包あるいはクッション材料として利用されている.
また，ポリビニルアルコールのハイドロゲルを EBで
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Figure 2. Heat-resistant PVC adhesive tapes.

架橋し，創傷被覆材として製品化した例もある2)．
加飾シートと呼ばれる，意匠性を持たせた凹凸（シ

ボ）のあるシート状の複合樹脂の加工で EBが利用さ
れている．加飾シートに熱を加えて立体形状に成形し
た部材が自動車の内装材などで利用されている．この
加熱成形時に表面のシボが熱により平らになり，意匠
性が失われる場合がある．この対策として，加飾シー
トのシボ面への EB架橋で耐熱性を高め意匠性を保持
しつつ、加工性を確保する方法が実用化されている．

4 硬化（キュアリング）

ラジカル重合タイプのモノマーやオリゴマーを液状
に調製し，それを紙，フィルムなどの基材に薄く塗工
し，EB で硬化させる応用例が広く利用されている．
硬化された塗膜は下層，および基材の保護の役割を
果たしたり，表面の意匠性を高めたり，あるいは表面
に機能性を付与する．EB 硬化型のインキを使った印
刷もこの分野である．歴史をひも解くと 1970年代に
フォードで自動車部品の塗装に EB硬化を利用したの
が本格的な工業利用の始めとのことである3)．
建材として使用する化粧紙，化粧フィルムの製造

に EB が用いられている．柄を印刷された基材に EB
トップコートを施し，それを合板などに貼り付けて，
家具，建築材料などに使用する．この事例については
過去本誌に詳細が報告されている4, 5)．
磁気テープの記録（磁性）層は，磁性体と添加剤と

それらを分散させたバインダーからなり，バインダー
が硬化することにより，磁性体が基材フィルムに固着
する．このバインダーに EB硬化性の樹脂が使用され
ている例がある．EB硬化性の樹脂を利用することで，
磁性層表面の強度を向上することが可能である．一般
に基材フィルムは非常に薄く，厚み 10 μm 程度のポ
リエチレンテレフタレート (PET)，ポリエチレンナフ
タレート (PEN)などの素材が用いられているようであ
る．EB硬化は加温工程ではないので，基材フィルムが
熱の影響を受けにくく，熱による基材フィルムの変形，
ひずみ，しわを生じにくい．コンピューターデータの
バックアップ・ストレージ用として，高密度記録が可

能な磁気メディアが EBを利用して生産されている．
携帯機器などのプラスチック成形部品の表面に転写
フィルムを用いて意匠を付加する例もある．印刷層と
ハードコート層を PET フィルムなどの基材上に形成
し，EBで硬化させたものが利用されている．プラス
チックなどの表面に「印刷層とハードコート層」を転
写し，その後から PETフィルムを剥がすことで，印刷
層の意匠性と印刷層の保護を兼ねたハードコート層を
持たせた加飾が可能になる．

EB硬化系の塗装は，紫外線 (UV)硬化系と異なり，
UV 光によってラジカルを発生させる光重合開始剤
(PI)を使用しない．PIを使用しない EB系では UV系
にくらべ，耐候性に優れていることも特徴である．こ
の特長を生かし，屋外案内板の表面に EBハードコー
トを施したものが実用化されている．長期の屋外暴露
でも，コート層と印刷層の劣化，色あせ，変色が少な
いとされている．
パッケージング分野では印刷面へのトップコート，
紙，フィルムへのハードコート，そして印刷が無溶
剤の EB硬化方式で実用化されている．北米，および
ヨーロッパでは軟包装材料，カートンのトップコート
が従来のフィルムラミネーション（貼り合わせ）の代
替手法として数多く導入されている．EB トップコー
トはフィルムラミネーションと同等の印刷保護性，意
匠性を保ちつつ，生産プロセスの単純化やより安価
な包装資材の生産に役立っている．Figure 3は菓子の
パッケージに利用した例である．

Figure 3. An example of EB-
coated flexible package for foods.

5 EB印刷

EB 硬化型インキを使った印刷は，通常の印刷方法
に比べて，溶剤 (揮発性有機化合物: VOC)の使用量を
減らす，あるいは全く使用しないことで，環境負荷を
低減できる．また UV硬化型インキを使用した印刷と
異なり，インキ中に光重合開始剤を含まないことから，
健康への安全性，低臭気性にも優れており，食品パッ
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ケージ向けの軟包装やカートンなどに利用されてい
る．アメリカ，ヨーロッパで 30年以上前から実用化さ
れているが，主流となる印刷方式の違いから，現在の
ところ日本では EB印刷はあまり利用されていない．

5.1 EBフレキソ印刷

フレキソ印刷は樹脂製の版を使用し，連続のゴム印
のような方法で印刷する方法である．EBフレキソ印
刷技術は 1990年代に Sun Chemical社によって実用化
された．北米では包装資材印刷の多くがフレキソ印刷
によっている．通常の印刷では，一色印刷するごとに
インキが乾燥され，次の色が印刷される．EB フレキ
ソ印刷では，多色のインキを Wet-on-wet というやり
方で重ねて印刷し，最終的に 1台の EB装置で全ての
インキを硬化させる方法が採られている．これは印圧
(版に乗っているインクを紙面などに転移するために
加える圧力)が低いため実施できる方法である．

5.2 EBオフセット輪転印刷

オフセット印刷は刷版についたインキを，ブラン
ケットと呼ばれる樹脂やゴム製の転写ローラーにいっ
たん移し (Off)，そのブランケットを介して印刷用紙に
転写 (Set)されるという，版と用紙が直接触れない印
刷方法である．グラビア印刷と並んで，日本で広く利
用されている印刷方法である．

EB硬化型の無溶剤インキを使用したオフセット輪
転印刷はすでに 30年ほど前からアメリカ，ヨーロッ
パで使用されてきた．主な用途は飲料用紙パックや
食品用包装のカートン (外箱など) の分野であった．
2000 年頃から EB 装置のさらなる低加速電圧化と小
型化が達成されたこと，またオフセット輪転印刷で刷
版のリピート長（回転する版の周長）が容易に変更で
きるようになったことがきっかけとなり，オフセット
輪転の EB印刷が軟包装の分野でも利用されるように
なった．Figure 4は硬化手段として EB装置（手前）を
付加したオフセット輪転印刷機の例である．

Figure 4. Web offset printing press and EB
unit for ink curing.

5.3 EBグラビア印刷

グラビア印刷は上記の 2方法と違い，印圧が高いた
め Wet-on-wet での多色印刷はできない．しかしグラ
ビア印刷用 EB インキも開発されている6)．これは水
系のインキで，従来のグラビア印刷と同じく各色の印
刷ごとの乾燥の後，最終段階で EBによる完全硬化を
行うタイプのインキであるとのことである．従来のグ
ラビア印刷は VOC 排出量の多い印刷方法であるが，
EBグラビア印刷は印刷品質を保ちつつ，VOCの排出
量を削減できる．

5.4 日本国内での EB印刷事例

国内で導入された EB印刷として枚葉オフセット印
刷がある．これはおそらく商業印刷では，国内で最
初の事例と思われる．内容は，予め用意された無地の
食品パウチ袋に，注文に応じて小ロットの EB印刷を
行うものである．印刷方法として EBオフセット印刷
(表刷り)を採用することにより，製版コストを下げ，
小ロット・短納期に対応し，前述したように食品包装
向け印刷物としての安全性も確保する7)．

6 今後の展望

液晶ディスプレイなどの部材フィルム，携帯機器の
表面のハードコートなどには UV 硬化性の樹脂コー
ティングが多く利用されている．同じラジカル重合系
の EB硬化系も同様の利用ができるはずであるが，実
際にはすでに多くのUV硬化系樹脂コーティング剤が
市場で販売，利用されており，新たに EB系に変更す
るメリットが見出せないのが現状のようである．

EB 印刷に関連して，国内インキメーカーは EB 硬
化系インキの開発に積極的である．今後の溶剤排出規
制や印刷の高機能化に伴って，海外で実績のある EB
印刷の採用事例が少しずつ増えるものと予想される．
EB架橋プロセスを用いた産業資材の開発は，熱，UV
といった他の処方ではできないメリットを生かし，今
後も新規用途の開発，製品の生産が増え続けていくと
期待される．
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