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低エネルギー電子線照射装置の産業利用

（株）アイ・エレクトロンビーム　 武井太郎∗

Characteristics of low-energy electron beam (EB) systems

and their applications are explained. Since low-energy EB

delivers lower penetration range profile while it delivers

very high dose rate, it has been utilized for crosslinking

of plastic films, curing of coating on films and papers.

Radiation graft polymerization and sterilization have been

conventionally batch-processed, but now low-energy EB is

also employed for such applications in commercial in-line

processes.
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1 はじめに

本稿では低エネルギー型の電子線照射装置の工業的
な利用例を中心に述べる．電子線 (Electron Beam: EB)

照射によって高分子などの素材に架橋，重合などの反
応を引き起こしたり，あるいは殺菌作用を目的として，
様々な産業分野で利用されている．加速電圧が 300 kV

以下の低エネルギー EBは多くの製品生産の現場で利
用されており，産業に欠かせない手段である．低エネ
ルギー EB装置は電子加速器の一種であるが，工業的
な利用の現場では「加速器」というより，生産に利用
する「装置」の 1つという感覚で捉えられている．本
稿でもそれにならい，以下「EB装置」と呼ぶことに
する．
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2 低エネルギー EBの特徴

低エネルギー EB装置は二次的に発生するエックス
線のエネルギーが低く遮蔽が容易で，装置のみで遮蔽
構造が完結できるため，装置がコンパクトである．EB
の浸透深さは浅く（飛程が短く），製品の表面層付近に
とどまり，かつその範囲においては高線量率である．
したがって大面積を高速で照射処理することに適して
いるため，産業利用が盛んである．以下これらの特徴
について以下に述べる．
工業的に利用されている EBは，表 1のように一般
に加速電圧により高エネルギー，中エネルギー，低エ
ネルギーと区別される場合が多い．低エネルギー型の
装置も他の装置と同じく，真空中で電子を加速し，真
空と大気を仕切る金属箔（窓箔）を通して大気圧側へ
取り出され，製品（照射対象物）へ照射される．製品
へ照射される雰囲気は窒素ガスで置換される場合が多
い．その理由としては (1)オゾンガスの発生を抑制す
るため，(2)ラジカル重合するタイプの樹脂を硬化す
る際の硬化阻害を防ぐためである．装置の加速電圧は
可変できるのが通常である．
加速電圧が例えば 200 kVの場合，真空中で加速さ
れた電子のエネルギーは 200 keV であるが，金属箔，
照射雰囲気ガスを通過したのちに電子が製品へ到達
するので，実際に製品へ到達する電子のエネルギーは
200 keVではなく，それよりも低い側へ分布を持つこ
とになる．低エネルギーの EBの場合，対象物に到達
するまでの電子のエネルギー損失は無視できない．金

表 1 EB装置の分類

分類 加速電圧
高エネルギー型 ≥ 1 MV
中エネルギー型 < 1 MV，≥ 300 kV
低エネルギー型 ≤ 300 kV
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属箔の厚み，製品へ到達するまでの雰囲気ガスの厚み
は，装置のデザイン，製品と装置の位置関係などによ
り変化するため，加速電圧が同じであっても，常に同
じエネルギー分布を持った EBが得られるというわけ
ではない．
ガンマ線照射では線量率は高くても 10 kGy/h，ある

いはそれ以下のレベルであるが，低エネルギー EBの
場合は 10 kGy/s–100 kGy/s，あるいはそれよりも高い．
装置より照射される EBは幅を持っており，一般には
ロール状の紙やプラスチックフィルなどを連続して
送り，その表面を連続的に照射するのに適している．
ビームの幅は装置の製作いかんで自由に設計できる．
実用機としては 2.5 m幅の装置も実例がある．生産用
の装置としては，工業的に利用される紙・フィルムの
幅に合わせて，1 m–2 m程度の照射幅の装置が多くの
割合を占めている．装置の加速電圧などの仕様にもよ
るが，装置の出力はたとえば 1.5 mの照射幅，50 kGy
での照射時にライン速度 200 m/min.に対応したものな
どがある．ビーム電流としては 500 mA程度の装置が
一般的である．高出力の装置では 1 Aを超えるものも
製作されている．
低エネルギー EBが被照射物中へ電子の浸透深さは

高エネルギー EBやガンマ線に比べて極めて浅い．低
エネルギー EB の加速電圧は高くても 300 kV である
ため，図 1に示す通り高々数 100 μmのレベルである．
横軸は対象物への EB の浸透深さで，EB が透過する
厚みを物質の密度で除した単位になっている．EBが
照射される物質の組成（元素構成）が異なれば，当然
浸透深さも異なるが，低エネルギー EBでしばしば対
象になるポリマー，樹脂などについては，この図で浸
透深さの見当をつけることができる．コーティング，
印刷などでの利用では EBで硬化する樹脂層の厚みは
数 μm～数 10 μm程度であるので，そのような利用に
おいては加速電圧 100 kV–150 kVでも十分である．加
速電圧が低くなれば装置が小型化され，消費電力も低
減されるので工業的に有利である．
低エネルギーEBによる吸収線量の測定を行う場合，

フィルム線量計を利用するのが一般的である1)．図 1

もフィルム線量計を用いて測定したものである．フィ
ルム線量計による照射装置の出力測定（性能測定）は
必ず必要であるが，フィルム線量計による線量測定は
製品の照射中に連続的に行うことができない．一方，
工業製品の生産現場では連続的に製品へ EB を照射
し，その状態を管理する必要がある．そのため加速電
圧 [kV]，ビーム電流値 [mA]，ライン速度 [m/min]と
いった電気的に取得・記録が可能な信号を利用して，

図 1 低エネルギー EBの浸透深さ

生産工程における EB出力（運転状態）を常時計測し，
管理している場合が多い．低エネルギー EB装置内で
発生するエックス線は装置本体で遮蔽が完結できるた
め，コンクリートで覆われた遮蔽室内に装置を設置す
る必要はない．

3 低エネルギー EBの利用例

3.1 架橋

プラスチックフィルムを 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．電線
のポリエチレン被覆の EB架橋，タイヤ部材の予備架
橋は古くから行われているプロセスの代表例で，これ
らの工業的応用なしにわれわれの日常生活は成り立た
ないといっても過言ではない．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 PP（ポリエチレン），PVC（塩
化ビニル），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．耐熱性を向上させた PVC

の粘着テープが発売されている（図 2）．その他に熱収
縮フィルムや，半導体製造時にウェハからチップを切
り分ける際に（ダイシング工程），ウェハを固定するダ
イシングテープの基材フィルムの架橋にも利用されて
いる．
ポリエチレン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
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図 2 耐熱ハーネステープ

泡シートが製作できる．壁紙などの建築資材，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 (PVA)のハイド
ロゲルを架橋し，創傷被覆材として製品化した例もあ
る2)．

3.2 重 合

ラジカル重合タイプのモノマーやオリゴマーを液状
に調整し，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硬化型のインキをつかった印
刷もこの分野である．

3.2.1 包装材料へのコーティング・印刷
包装分野では印刷面へのトップコーティング，紙，

フィルムへのハードコートなどが EB硬化方式で広く
実施されている．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ティングが従来のフィル
ムラミネーションに替わる手法として数多く導入さ
れている．EBトップコーティングはフィルムのラミ
ネーション（貼り合わせ）と同等の印刷保護性，意匠
性を保ちつつ，包装材料生産プロセスの単純化，より
安価な包装材料の生産に役立っている．用途によって
は，EBコーティング面に，光沢／マットの選択，ある
いは表面の摩擦係数の調節などの付加機能を持たせる
ことができるという特徴を有する．
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，溶剤を使用せず，クリーンな印刷ができる
ことが特徴である．また紫外線 (UV)硬化型のインキ

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，安全性にも優れている．従来より
EBを用いた印刷では，オフセット輪転印刷，フレキ
ソ印刷（Central Impression型）が利用されている．最
近ではグラビア印刷に対応した EB硬化型インキも開
発されており3)，溶剤排出削減の流れと相まって，環
境に配慮した印刷方法として今後さらに利用の拡大が
期待されている．

3.2.2 建材用化粧紙・フィルム
日本および北米，ヨーロッパなどでは建材に使用す
る化粧紙，化粧フィルムの製造に EBが用いられてい
る．古くは木板，あるいは合板上に，仕上げの上塗り
ニスとして直接EBコーティングする事例があったが，
最近は EBトップコートを施した化粧フィルム，ある
いは化粧紙を製造してから，木板，あるいは合板など
に貼り付けて，家具，建築材料などに使用する例が多
い．EBコーティングを利用した化粧フィルム，化粧
紙の利点としては，

• エネルギーの利用効率が高く，省エネルギーの
環境対応型処理システムであること
• 無溶剤塗工が可能な環境配慮型硬化システムで
あること
• 瞬時に硬化するため高速多量生産に優れている
とともに品質の安定性が高いこと
• 透過性が高いため，厚い塗膜や着色した塗膜の
硬化が可能であること
• 使用する基材（紙・フィルム）へのダメージを
与えにくいこと

などである4, 5)．

3.2.3 磁気テープ
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．一般消費者の目に触
れる商品として国内メーカーから EB硬化型のバイン
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ダーを使用したフロッピーディスクがかつて発売され
ていた．近年では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．

図 3 EPIX微量ガス除去用ケミカルフィルタ

3.3 グラフト重合

放射線グラフト重合のさまざまな応用例については
これまでにさまざまな研究，開発がおこなわれてきて
いる．過酸化物などの薬品を使用した方法に比べ，放
射線グラフト重合法ではフィルム，基材などに化学結
合の基点となるラジカルを容易に作ることができ，こ
れをスタートに機能性分子を化学的に結合することが
できる．グラフト重合された機能分子は，化学的に基
材に結合されているので，従来の塗布，浸漬といった方
法で機能付加されたものよりも，経年の使用に対し機
能の劣化が少なく，製品寿命が長いという特徴がある．
基材となるプラスチックフィルムや不織布を多量に効
率よく処理する場合，ロール状に準備された長尺の基
材を低エネルギー EBで連続的に照射する方法が適し
ている．基材にラジカルを生成した後，後工程と合わ
せた連続グラフト処理も実現しており，工業的に魅力
的なプロセスである6, 7)．これまでに低エネルギー EB

を使った連続グラフト処理で実用化された製品の例と
して，精密機器や半導体の製造工場のクリーンルーム
などで使われるアンモニアや酸性物質等の汚染性ガス
を吸着する高機能化学フィルタがある（図 3）．

3.4 殺 菌

放射線化学 94 号では高エネルギー EB による滅菌
技術が紹介された8)．同様に低エネルギー EB の場合

でも滅菌が可能である．対象物への浸透深さが浅く，
線量率が高いこと，また設備がコンパクトあるメリッ
トを生かしたインライン滅菌が飲料用 PET ボトルで
実用化されている．インライン滅菌とは，空容器を電
子線で殺菌し，無菌状態を保持したまま，飲料を容器
に充填する技術である．EBによる殺菌は紫外線と異
なり、滅菌レベル（いわゆる「6D」）まで達成可能で
ある．また高エネルギー EBやガンマ線による外部委
託による滅菌プロセスとは異なり，殺菌対象物を使用
する生産ラインへ滅菌装置を設置できるのが大きな利
点である．
図 4 は PET ボトル飲料充填ラインの一部として設
置された EB 装置の例である．容量サイズ 500 ml–

2000 mlの PETボトルの滅菌に利用されており，ボト
ルのサイズにもよるが，一般には毎分 600本の滅菌処
理を行う．従来の飲料，食品容器の滅菌では，過酸化
水素，あるいは過酢酸というような化学薬品を使って
いるが，EB滅菌の場合このような薬品を使用しない
ため，飲料製品中への薬品の残留の心配がない．薬品
滅菌の場合，滅菌後の薬剤洗浄のための多量の水など
が必要とされるが，EBによるドライ殺菌（殺菌用の
薬液を使用しない方法）では排水量を 1/2から 1/3に
低減できた9)．

図 4 PETボトル用 EB殺菌装置を備えた飲
料充填ライン（部分）

3.5 表面改質

ポリマー表面に EBを照射すると，ポリマー表面の
状態が変化することが知られている10)．図 5はそれぞ
れ EBを照射した前後の PEとポリカーボネイト (PC)

の表面状態の変化を原子間力顕微鏡 (AFM) で観察し
た像である．PEの表面の物理的形状は照射前に比べ，
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図 5 上: (a) EB照射前，(b) EB照射後の PE

表面の AFM 像．下: (a) EB 照射前，(b) EB
照射後の PC表面の AFM像

照射後は平坦になっている．PC の場合は逆に微細な
凹凸が付与されていることが観察された．プラズマに
よる処理では．イオンによる表面のエッチング反応，
ラジカルなどの活性種による化学反応によって，ポリ
マー表面にある脆弱層 (weak boundary layer)が除去さ
れて，微細な凹凸構造を形成すると考えられているが，
表面物理形状の変化は，ポリマーの種類によっても大
きく差異があることが知られている11)．EB処理にお
いてもプラズマ処理と同様に，気相中で生成したイオ
ン，ラジカル種の作用，さらに EB照射による架橋反
応によって，表面物理形態に変化が生じているものと
推察される．
同様に，EB 照射により濡れ性が向上することが知

図 6 PP表面の XPS(C1s)スペクトル (a) EB

照射前 (b) EB照射後

られている．PP は包装材料として頻繁に使用されて
いるが，表面の親水性（濡れ性）が低く，インキがの
りにくい（印刷適性が悪い）素材であることが知られ
ている．図 6は PP表面の化学結合状態が，EBの照射
前後でどのように変化したかエックス線光電子分光法
(XPS)で解析した結果である．C1sスペクトルを解析
することにより，EB照射後に–CH基に対してカルボ
ニル基 (C=O)やカルボキシル基 (COO–)が増加してい

図 7 低エネルギー EB照射・加工ラインの例
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ることが分かった．これら親水基が増加したことが，
PP表面の親水性（濡れ性）向上に寄与するものと推察
された．

4 低エネルギー EB装置の例

図 7は最大加速電圧 300 kV，照射幅 1650 mmとい
う低エネルギー型 EB装置を中心とした EB照射・加
工ラインの例である（弊社照射センター設備）．EB装
置本体の他，付帯設備として，巻き出し，巻き取り，
グラビアコーター，ラミネーター，コロナ処理装置な
どを備えた施設である．塗料，コーティングの硬化や
フィルムの架橋という一般的なアプリケーションの
ほか，ラミネーション，転写コーティング技術などの
さまざまな用途にも使用できる．弊社の照射センター
にはその他，小規模な生産あるいは試験で利用できる
450 mm幅のパイロットライン，研究・開発の目的で利
用できる実験用 EB 装置などもある．EB を利用した
基礎実験，製品開発から，製品生産・受託加工まで EB

を利用するユーザーのニーズに幅広く対応している．

5 まとめ

以上述べてきたのは産業分野で利用されている EB

照射利用技術の一部である．このようにすでに多くの
産業分野で利用されており，今後も新しい用途が開発
されていくと考えられる．コーティングの硬化，粘着
剤の重合，プラスチックの架橋などは古くからある応
用分野であるが，新規な素材，新規な要求性能など，
まだまだ対象となるものは多いと考える．
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