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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
天然ゴムラテックスに尿素系化合物及びＮａＣｌＯからなる群から選択された蛋白質変成
剤を添加し、ラテックス中の蛋白質を変成処理した後に除去することを特徴とする脱蛋白
質化天然ゴムラテックスの製造方法。
【請求項２】
尿素系化合物が、下記一般式（１）で表される尿素誘導体又は尿素複塩であることを特徴
とする請求項１に記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
ＲＮＨＣＯＮＨ２

（１）

（式中、ＲはＨ、炭素数１〜５のアルキル基を表す）
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【請求項３】
尿素複塩が、ＨＮＯ３ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｈ３ ＰＯ４ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｈ２ Ｃ２ Ｏ
４

・２ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｃａ（ＮＯ３ ）２ ・４ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、ＣａＳＯ４ ・４ＣＯ

（ＮＨ２ ）２ 、Ｍｇ（ＮＯ３ ）２ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ ・２Ｈ２ Ｏ、ＣａＳＯ４ ・（５〜６
）４ＣＯ（ＮＨ２ ）２ ・２Ｈ２ Ｏからなる群から選択されたものであることを特徴とする
請求項２に記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
【請求項４】
蛋白質の変成処理を界面活性剤の存在下に行なうことを特徴とする請求項１〜３のいずれ
かに記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
【請求項５】
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蛋白質の変成処理前に、ラテックスのｐＨをアルカリ性領域に調整することを特徴とする
請求項１〜４のいずれかに記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
【請求項６】
変成された蛋白質の除去を遠心分離処理により行なうことを特徴とする請求項１〜５のい
ずれかに記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、天然ゴムを改質する際に副反応を誘発するおそれを殆んど有しない脱蛋白質化
天然ゴムラテックスの製造方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
天然ゴムは、ｃｉｓ−１，４−イソプレン単位から構成されるグリーンポリマーであり、
イソプレン単位当たり１個の炭素−炭素二重結合を有している。この二重結合は様々な化
学反応に利用できることから、天然ゴムは汎用および機能性高分子材料を創製するための
原料として、グリーンケミストリーへの応用が期待される。これまでの研究では、グラフ
ト共重合、エポキシ化および低分子化が検討され、メタクリル酸メチルとの共重合体（Ｈ
ｅｖｅａ−ｐｌｕｓ

ＭＧ）およびエポキシ化天然ゴムが工業生産されるに至った。しか

しながら、天然ゴムには蛋白質や脂質等の非ゴム成分が約６％含まれており、これらが副
反応を起こすことから、天然ゴムをテーラーメイドケミストリーに供することは困難であ
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ると考えられてきた。
【０００３】
天然ゴム中の蛋白質を除去する方法としては、天然ゴムラテックス中にアルカリプロテア
ーゼ等の蛋白分解酵素と界面活性剤とを加えて蛋白分解処理を施し、ついで遠心分離処理
等によってラテックスを洗浄する方法が提案されている（特許文献１参照）。
また、このような処理でも除去の困難なアレルゲン性蛋白を除去する方法として、天然ゴ
ムラテックスにアルカリプロテアーゼを添加して蛋白分解処理を施した後に、エキソペプ
チダーゼ活性を有するプロテアーゼを添加して蛋白分解処理を施し、蛋白質及びその分解
物を除去処理する方法が提案されている。（特許文献２参照）。
【０００４】
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【特許文献１】
特開平６−５６９０２号公報
【特許文献２】
特開２００２−１４５９０４号公報
【０００５】
これらの特許文献に記載の技術によれば、天然ゴム中の蛋白質を高いレベルで分解、除去
することができ、具体的には、天然ゴムに含まれる蛋白質の量をケルダール法（Ｋｊｅｌ
ｄａｈｌ

ｓ

ｍｅｔｈｏｄ

）による窒素含有量（Ｎ％）で表したときに、０．０２％

以下の極めて低い値とすることができる。
なお、一般に天然ゴムは、その数平均分子量＜Ｍｎ＞が１００万〜２５０万の高分子量成
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分と、１０万〜２０万の低分子量成分との混合体であって、前者の高分子量成分は、低分
子量成分が天然ゴムに含まれているペプチド分子等を介して相互に結合したものと推測さ
れている。ここで、本来の生合成で生成したと考えられる低分子量成分の分子量を１０万
とし、この低分子量成分のゴム１分子に対して分子間結合に介在するペプチド分子が１分
子、すなわち窒素原子（原子量１４）が１原子結合したと仮定すると、天然ゴムの窒素含
有量が０．０１４重量％となる。従って、たとえ高度な脱蛋白処理を施したとしても不可
避的に０．０２重量％程度の窒素は残存すると考えられる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特許文献に記載の技術は、アレルギーを誘発するおそれの低い天然ゴ
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ムを得るために、天然ゴムラテックスを蛋白質分解酵素を使用して処理するものであり、
蛋白質を除去するのに長時間（数日から数週間）を要することから、目的とする天然ゴム
を大量にかつ安価に製造することは不可能であった。
したがって、本発明は工業原料として使用する際に、副反応を生じない、蛋白質含量の極
めて低い天然ゴムラテックスを、大量かつ安価に製造する方法を提供することを目的とす
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は鋭意検討した結果、天然ゴムラテックスを特定の蛋白質変成剤で処理するこ
とによって、上記課題が解決されることを発見し、本発明を完成したものである。
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すなわち、本発明はつぎのような構成を採用するものである。
１．天然ゴムラテックスに尿素系化合物及びＮａＣｌＯからなる群から選択された蛋白質
変成剤を添加し、ラテックス中の蛋白質を変成処理した後に除去することを特徴とする脱
蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
２．尿素系化合物が、下記一般式（１）で表される尿素誘導体又は尿素複塩であることを
特徴とする１に記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
ＲＮＨＣＯＮＨ２

（１）

（式中、ＲはＨ、炭素数１〜５のアルキル基を表す）
３．尿素複塩が、ＨＮＯ３ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｈ３ ＰＯ４ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｈ２ Ｃ
２

Ｏ４ ・２ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｃａ（ＮＯ３ ）２ ・４ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、ＣａＳＯ４ ・４
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ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｍｇ（ＮＯ３ ）２ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ ・２Ｈ２ Ｏ、ＣａＳＯ４ ・（５
〜６）ＣＯ（ＮＨ２ ）２ ・２Ｈ２ Ｏからなる群から選択されたものであることを特徴とす
る２に記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
４．蛋白質の変成処理を界面活性剤の存在下に行なうことを特徴とする１〜３のいずれか
に記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
５．蛋白質の変成処理前に、ラテックスのｐＨをアルカリ性領域に調整することを特徴と
する１〜４のいずれかに記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
６．変成された蛋白質の除去を遠心分離処理により行なうことを特徴とする１〜５のいず
れかに記載の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法。
【０００８】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法について詳細に説明する。
（蛋白質変成剤）
本発明では、天然ゴムラテックスに添加する蛋白質変成剤として、尿素系化合物及びＮａ
ＣｌＯからなる群から選択された化合物を使用することを特徴とする。
尿素系化合物としては、次の一般式（１）で表される尿素誘導体及び尿素複塩を使用する
ことができる。
ＲＮＨＣＯＮＨ２

（１）

（式中、ＲはＨ、炭素数１〜５のアルキル基を表す）
【０００９】
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上記一般式（１）で表される尿素誘導体としては、尿素、メチル尿素、エチル尿素、ｎ−
プロピル尿素、ｉ−プロピル尿素、ｎ−ブチル尿素、ｉ−ブチル尿素、ｎ−ペンチル尿素
等が挙げられるが、好ましい尿素誘導体としては尿素、メチル尿素、エチル尿素が挙げら
れる。
また、尿素複塩としては、ＨＮＯ３ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｈ３ ＰＯ４ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２
、Ｈ２ Ｃ２ Ｏ４ ・２ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｃａ（ＮＯ３ ）２ ・４ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、ＣａＳ
Ｏ４ ・４ＣＯ（ＮＨ２ ）２ 、Ｍｇ（ＮＯ３ ）２ ・ＣＯ（ＮＨ２ ）２ ・２Ｈ２ Ｏ、ＣａＳＯ
４

・（５〜６）ＣＯ（ＮＨ２ ）２ ・２Ｈ２ Ｏ等が挙げられる。

【００１０】
（原料ラテックス）
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本発明で目的とする脱蛋白質化天然ゴムラテックスを得るための出発原料となる天然ゴム
ラテックスとしては、天然ゴムの樹から得られたラテックス及び該ラテックスを処理した
ものを使用することができ、例えば、新鮮なフィールドラテックスや、市販のアンモニア
処理ラテックス等を使用することができる。
【００１１】
本発明により脱蛋白質化天然ゴムラテックスを製造するには、前記の蛋白質変成剤の１種
又は２種以上を天然ゴムラテックスに添加し、数分〜数時間処理してラテックス中の蛋白
質を変成する。つぎに、変成された蛋白質及びその分解物をゴム分と分離、除去し脱蛋白
質化天然ゴムラテックスを得る。
【００１２】
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変成剤の添加量は、使用する変成剤の性質に応じて設定されるものであって特に限定され
るものではないが、通常、フィールドラテックスやアンモニア処理ラテックスのゴム固形
分に対して約０．００１〜１０重量％の割合で変成剤を添加すればよい。
ラテックスの変成処理を安定に行なうには、ラテックス中に界面活性剤を存在させること
が好ましい。界面活性剤は、変成剤による処理の前にあらかじめ、または当該処理中に、
必要に応じて、ゴム固形分に対して約０．０１〜１０重量％の範囲で添加すればよい。
【００１３】
蛋白質変成剤によりラテックスを処理する際のｐＨは適宜設定することができるが、ｐＨ
６〜１３程度、好ましくはｐＨ９〜１２程度のアルカリ性領域に調整することが好ましい
。
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蛋白質変成処理時のラテックスの温度は、使用する変成剤の至適温度に応じて設定される
ものであって特に限定されるものではないが、通常、５〜９０℃に設定するのが好ましく
、ラテックスの安定性を勘案すれば３０〜６０℃に設定するのがより好ましい。
【００１４】
蛋白質の変成処理を終えた天然ゴムラテックスには、さらに遠心分離、ゴム分の凝固、限
外ろ過等の手段により、ゴム分と蛋白質との分離、ならびに除去処理が施される。蛋白質
の変成処理を終えた天然ゴムラテックスは、かかる除去処理によって精製され、工業原料
として使用可能な脱蛋白質化天然ゴムラテックスとして供給される。
遠心分離により上記除去処理を行う場合には、遠心分離処理の回数は通常は１回で十分で
あるが、ゴム分の損失および歩留まりの低下に伴う不利益を被ることのない範囲であれば
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２回以上行ってもよい。
【００１５】
（界面活性剤）
本発明の脱蛋白質化天然ゴムラテックスの製造方法においては、蛋白質の変成処理を施す
前にまたは変成処理中に、安定化剤としての界面活性剤をラテックス中に添加するのが好
ましい。とりわけ、アンモニア処理ラテックスのｐＨを中性領域に調整する場合、蛋白質
の除去処理を行う場合にあっては、ゴム分の凝固を防止する上で界面活性剤の添加が望ま
れる。
【００１６】
上記界面活性剤としては、従来公知の種々のアニオン界面活性剤、ノニオン界面活性剤お
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よびカチオン界面活性剤はいずれも使用することができるが、具体的にはｐＨ６〜１３の
範囲、より好ましくはｐＨ９〜１２の範囲において安定した界面活性を示すものを用いる
のが好ましい。
【００１７】
以下、本発明に使用可能な界面活性剤を示す。以下に例示の界面活性剤は単独で用いるほ
か、２種以上を混合して用いることもできる。
（アニオン界面活性剤）
アニオン界面活性剤には、例えばカルボン酸系、スルホン酸系、硫酸エステル系、リン酸
エステル系等が挙げられる。カルボン酸系のアニオン界面活性剤としては、例えば炭素数
が６以上、３０以下である脂肪酸塩、多価カルボン酸塩、ロジン酸塩、ダイマー酸塩、ポ
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リマー酸塩、トール油脂肪酸塩などが挙げられ、中でも炭素数１０〜２０のカルボン酸塩
が好適である。炭素数が６を下回ると蛋白質および不純物の分散・乳化作用が不十分とな
るおそれがあり、炭素数が３０を超えると水に分散させにくくなるおそれがある。
【００１８】
スルホン酸系のアニオン界面活性剤としては、例えばアルキルベンゼンスルホン酸塩、ア
ルキルスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、ナフタレンスルホン酸塩、ジフ
ェニルエーテルスルホン酸塩等が挙げられる。
硫酸エステル系界面活性剤としては、例えばアルキル硫酸エステル塩、ポリオキシアルキ
レンアルキル硫酸エステル塩、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、
トリスチレン化フェノール硫酸エステル塩、ポリオキシアルキレンジスチレン化フェノー
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ル硫酸エステル塩等が挙げられる。
【００１９】
リン酸エステル系のアニオン界面活性剤としては、アルキルリン酸エステル塩、ポリオキ
シアルキレンリン酸エステル塩等が挙げられる。これらの化合物の塩としては、金属塩（
Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ，Ｚｎ等）、アンモニウム塩、アミン塩（トリエタノールアミン塩
等）などが挙げられる。
【００２０】
（ノニオン界面活性剤）
ノニオン界面活性剤には、例えばポリオキシアルキレンエーテル系、ポリオキシアルキレ
ンエステル系、多価アルコール脂肪酸エステル系、糖脂肪酸エステル系、アルキルポリグ
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リコシド系等が挙げられる。
ポリオキシアルキレンエーテル系のノニオン界面活性剤としては、例えばポリオキシアル
キレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシ
アルキレンポリオールアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンスチレン化フェノールエ
ーテル、ポリオキシアルキレンジスチレン化フェノールエーテル、ポリオキシアルキレン
トリスチレン化フェノールエーテル等が挙げられる。前記ポリオールとしては炭素数２〜
１２の多価アルコールが挙げられ、例えばプロピレングリコール、グリセリン、ソルビト
ール、シュクロース、ペンタエリトリトール、ソルビタン等が挙げられる。
【００２１】
ポリオキシアルキレンエステル系のノニオン界面活性剤としては、例えばポリオキシアル
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キレン脂肪酸エステル等が挙げられる。多価アルコール脂肪酸エステル系のノニオン界面
活性剤としては、炭素数２〜１２の多価アルコールの脂肪酸エステルまたはポリオキシア
ルキレン多価アルコールの脂肪酸エステルが挙げられる。より具体的には、例えばソルビ
トール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセライド、脂肪酸ジ
グリセライド、ポリグリセリン脂肪酸エステル等が挙げられる。また、これらのポリアル
キレンオキサイド付加物（例えばポリオキシアルキレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリ
オキシアルキレングリセリン脂肪酸エステル等）も使用可能である。
糖脂肪酸エステル系のノニオン界面活性剤としては、例えばショ糖、グルコース、マルト
ース、フラクトース、多糖類の脂肪酸エステル等が挙げられ、これらのポリアルキレンオ
キサイド付加物も使用可能である。
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【００２２】
アルキルポリグリコシド系のノニオン界面活性剤としては、例えばアルキルグルコシド、
アルキルポリグルコシド、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシアルキ
レンアルキルポリグルコシド等が挙げられ、これらの脂肪酸エステル類も挙げられる。ま
た、これらのポリアルキレンオキサイド付加物も使用可能である。これらのノニオン界面
活性剤におけるアルキル基としては、例えば炭素数４〜３０のアルキル基が挙げられる。
また、ポリオキシアルキレン基としては、炭素数２〜４のアルキレン基を有するものが挙
げられ、例えば酸化エチレンの付加モル数が１〜５０モル程度のものが挙げられる。脂肪
酸としては、例えば炭素数が４〜３０の直鎖または分岐した飽和または不飽和の脂肪酸が
挙げられる。
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【００２３】
（カチオン界面活性剤）
カチオン界面活性剤には、例えばアルキルアミン塩型、アルキルアミン誘導体型およびそ
れらの第４級化物、ならびにイミダゾリニウム塩型等が挙げられる。アルキルアミン塩型
のカチオン界面活性剤としては、第１級アミン、第２級アミンおよび第３級アミンの塩が
挙げられる。アルキルアミン誘導体型のカチオン界面活性剤は、エステル基、エーテル基
、アミド基のうちの少なくとも１つを分子内に有するものであって、例えばポリオキシア
ルキレン（ＡＯ）アルキルアミンおよびその塩、アルキルエステルアミン（ＡＯ付加物を
含む）およびその塩、アルキルエーテルアミン（ＡＯ付加物を含む）およびその塩、アル
キルアミドアミン（ＡＯ付加物を含む）およびその塩、アルキルエステルアミドアミン（
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ＡＯ付加物を含む）およびその塩、アルキルエーテルアミドアミン（ＡＯ付加物を含む）
およびその塩等が挙げられる。
【００２４】
前記塩の種類としては、例えば塩酸塩、リン酸塩、酢酸塩、アルキル硫酸エステル、アル
キルベンゼンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、脂肪酸、有機酸、アルキルリ
ン酸エステル、アルキルエーテルカルボン酸、アルキルアミドエーテルカルボン酸、アニ
オン性オリゴマー、アニオン性ポリマー等が挙げられる。
アルキルアミン誘導体型カチオン界面活性剤のうち、酢酸塩の具体例としては、例えばコ
コナットアミンアセテート、ステアリルアミンアセテート等が挙げられる。上記アルキル
アミン塩型およびアルキルアミン誘導体型カチオン界面活性剤におけるアルキル基は特に
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限定されるものではないが、通常炭素数８〜２２の、直鎖状、分岐鎖状またはゲルベ状の
ものが挙げられる。
【００２５】
上記アルキルアミン塩型およびアルキルアミン誘導体型カチオン界面活性剤の第４級化物
としては、上記アルキルアミン塩およびアルキルアミン誘導体を、例えばメチルクロライ
ド、メチルブロマイド、ジメチル硫酸、ジエチル硫酸等で第４級化したものが挙げられる
。
具体的には、ラウリルトリメチルアンモニウムハライド、セチルトリメチルアンモニウム
ハライド、ステアリルトリメチルアンモニウムハライド等のアルキルトリメチルアンモニ
ウムハライド；ジステアリルジメチルアンモニウムハライド等のジアルキルジメチルアン
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モニウムハライド；トリアルキルメチルアンモニウムハライド；ジアルキルベンジルメチ
ルアンモニウムハライド；アルキルベンジルジメチルアンモニウムハライド等が挙げられ
る。
【００２６】
イミダゾリニウム塩型のカチオン界面活性剤としては、例えば２−ヘプタデセニル−ヒド
ロキシルエチルイミダゾリン等が挙げられる。上記例示の界面活性剤の中でも、特に、ｐ
Ｈが６．５〜８．５の範囲において安定した界面活性を示すものとしては、例えば、ノニ
オン界面活性剤であるポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、アニオン界面活性剤
であるポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム等が挙げられる。
【００２７】

40

（他の添加剤）
本発明の天然ゴムの製造方法においては、上記例示の各成分のほかにも、必要に応じて他
の添加剤を配合することができる。かかる他の添加剤としては、例えばｐＨ調整剤として
の、リン酸第一カリウム、リン酸第二カリウム、リン酸ナトリウム等のリン酸塩；酢酸カ
リウム、酢酸ナトリウム等の酢酸塩；硫酸、酢酸、塩酸、硝酸、クエン酸、コハク酸等の
酸類またはその塩；アンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、
炭酸水素ナトリウム等が挙げられる。
また、酵素としての、リパーゼ、エステラーゼ、アミラーゼ、ラッカーゼ、セルラーゼ等
が挙げられる。さらに、分散剤としての、スチレンスルホン酸共重合物、ナフタレンスル
ホン酸ホルマリン縮合物、リグニンスルホン酸、多環式芳香族スルホン酸共重合物、アク
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リル酸および無水マレイン酸のホモポリマー／共重合物、イソブチレン−アクリル酸、イ
ソブチレン−無水マレイン酸共重合物等が挙げられる。
【００２８】
【実施例】
次に、実施例により本発明をさらに説明するが、以下の具体例は本発明を限定するもので
はない。
（実施例１）
天然ゴムラテックスとしてソクテック社（マレーシア国）製の、ゴム分濃度６０．２重量
％、アンモニア分０．７重量％のハイアンモニアラテックス（ＨＡラテックス）を使用し
、これをゴム分の濃度が３０重量％となるように希釈した。このラテックスのゴム分１０
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０重量部に対して、アニオン界面活性剤ラウリル硫酸ナトリウム（ＳＬＳ）１．０重量部
を添加し、ラテックスを安定化させた。次いで、このラテックスのゴム分１００重量部に
対して変成剤として尿素０．２重量部を添加し、６０℃で６０分間静置することによって
変成処理を行った。
変成処理を完了したラテックスについて１３０００ｒｐｍで３０分間遠心分離処理を施し
た。こうして分離した上層のクリーム分を界面活性剤の１％水溶液にゴム分濃度が３０％
になるよう分散し、２回目の遠心分離処理を上記と同様にして行った。さらに、得られた
クリーム分を界面活性剤の１％水溶液に再分散させることによって、脱蛋白質化天然ゴム
ラテックスを得た。
【００２９】
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（実施例２）
実施例１において、変成剤として尿素に代えてＮａＣｌＯ０．２重量部を使用したほかは
、実施例１と同様にして脱蛋白質化天然ゴムラテックスを得た。
【００３０】
（比較例１）
実施例１において、尿素に代えて蛋白分解酵素アルカラーゼ２．０Ｔ（Ｎｏｖｏ社製）０
．０４重量部を使用し、３７℃で２４時間静置することによって変成処理を行った以外は
、実施例１と同様にして脱蛋白質化天然ゴムラテックスを得た。
【００３１】
（窒素含有量の測定）

30

天然ゴム中に含まれる蛋白質の量を表す指標として、上記各実施例及び比較例において、
遠心分離後に生じたクリーム分をメタノールにて凝固させて固形ゴムを作製し、窒素含有
率測定用のサンプルとした。
また、蛋白分解処理及び洗浄処理を施していないＨＡラテックスから直接キャストフイル
ムを作製し、対照サンプルとした。実施例、比較例および対照例の各サンプルについて、
その窒素含有量（Ｎ％）をＲＲＩＭ試験法（Ｒｕｂｂｅｒ
ｔｕｔｅ
７

ｏｆ

Ｍａｌａｙｓｉａ（１９７３），

ＳＭＲ

Ｒｅｓｅａｃｈ

Ｉｎｓｔｉ

Ｂｕｌｌｅｔｉｎ

Ｎｏ．

）によって測定した。各サンプルの製造条件及び窒素含有量（Ｎ％）の測定結果を表

１に示す。
【００３２】
【表１】
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【００３３】
上記表１によれば、本発明の製造方法によって得られる脱蛋白質化天然ゴムは、きわめて
短時間の処理により、従来の酵素を使用して長時間処理することによって得られる脱蛋白
質化天然ゴム（比較例１）と同程度まで蛋白質を除去できたものであることがわかる。ま
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た、未処理の天然ゴム（対照例１）に比較して、大部分の蛋白質が除去されたものである
ことが確認された。
【００３４】
（応用例１）
上記実施例１で得られた脱蛋白質化天然ゴムラテックスに、常法によりスチレンをグラフ
ト共重合したところ、グラフト効率は比較例１で得られた脱蛋白天然ゴムを使用した場合
と同程度の約９０％であり、未処理の天然ゴムラテックスで問題とされていた副反応をほ
ぼ完全に抑制できることが判明した。
【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、天然ゴムラテックス中に含まれる蛋白質をきわめて短時間で安価に除去
することが可能となる。
本発明により製造された脱蛋白質化天然ゴムラテックスは、副反応を生じずに各種のテー
ラーメードケミストリー用の工業原料として使用することができるものである。したがっ
て、本発明は天然ゴムを新たな分野における安価な工業用原料として活用する道を拓くも
のであり、きわめて実用的価値の高い発明である。
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