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(57) 【 要 約 】
【課題】食害昆虫に対する食害抑制剤、優れた食害抑制効果を持つ素材及びこの素材の製
造方法の提供。
【解決手段】下記一般式：
ＣＨ２

＝

Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＸＹ

［Ｉ］

（但し、一般式［Ｉ］中、ＲはＨ又はＣＨ３ 、Ｘは（ＣＨ２ ）ａ Ｏｂ （ａ：０〜４、ｂ：
０又は１）、Ｙは（ＣＦ２ ）ｃ Ｚ（ｃ：１〜１０、Ｚ：Ｈ又はＦ）で表されるフッ化アル
キル基、テトラヒドロフルフリル基、フェニル基、イソボルニル基、ノルボルニル基、ト
リシクロ［５，２，１，０

２ ， ６

］デカニル基若しくはデセニル基、又はジシクロペンテ

ニル基である）
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で表される（メタ）アクリル酸誘導体、その重合体、若しくは該誘導体と該重合体との組
合せ物、又は下記一般式：
ＣＨ２

＝

Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＺ

［ＩＩ］

（但し、一般式［ＩＩ］中、ＲはＨ又はＣＨ３ 、Ｚは金属である）で表される（メタ）ア
クリル酸誘導体の金属塩、又は一般式［Ｉ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体、その
重合体、若しくは該誘導体と該重合体との組合せ物と、一般式［ＩＩ］で表される（メタ
）アクリル酸誘導体の金属塩との混合物を有効成分として含有する。この有効成分を繊維
又は繊維製品に付着せしめる。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式［Ｉ］：
ＣＨ２

＝

Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＸＹ

［Ｉ］

（但し、一般式［Ｉ］中、
ＲはＨ又はＣＨ３ であり、
Ｘは（ＣＨ２ ）ａ Ｏｂ （ａは０〜４、ｂは０又は１である。）であり、
Ｙは（１）（ＣＦ２ ）ｃ Ｚ（ｃは１〜１０、ＺはＨ又はＦである。）で表されるフッ化ア
ルキル基、
（２）テトラヒドロフルフリル基、
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（３）フェニル基、
（４）イソボルニル基、
（５）ノルボルニル基、
（６）トリシクロ［５，２，１，０

２ ， ６

］デカニル基若しくはデセニル基である。）、

又は
（７）ジシクロペンテニル基
で表される（メタ）アクリル酸誘導体、その重合体、若しくは該誘導体と該重合体との組
合せ物、又は
下記一般式［ＩＩ］：
ＣＨ２

＝

Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＺ

［ＩＩ］
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（但し、一般式［ＩＩ］中、ＲはＨ又はＣＨ３ であり、Ｚは金属である。）
で表される（メタ）アクリル酸誘導体の金属塩、又は
一般式［Ｉ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体、その重合体、若しくは該誘導体と該
重合体との組合せ物と、一般式［ＩＩ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体の金属塩と
の混合物
を有効成分とすることを特徴とする食害昆虫に対する食害抑制剤。
【請求項２】
前記金属塩が、鉄、銀、銅、亜鉛、コバルト、及びクロムから選ばれた金属を含む塩であ
ることを特徴とする請求項１記載の食害昆虫に対する食害抑制剤。
【請求項３】
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前記食害昆虫が、鞘翅目カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、並びに鱗翅目ヒロズ
コガ科のイガ及びコイガから選ばれた昆虫であることを特徴とする請求項１又は２記載の
食害昆虫に対する食害抑制剤。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれかに記載の食害抑制剤を繊維又は繊維製品に付着せしめたことを特
徴とする食害昆虫に対する食害抑制素材。
【請求項５】
前記繊維又は繊維製品が、絹タンパク質繊維及び繊維製品並びに羊毛ケラチン繊維及び繊
維製品から選ばれた天然タンパク質繊維又は繊維製品であることを特徴とする請求項４記
載の食害昆虫に対する食害抑制素材。
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【請求項６】
前記繊維又は繊維製品が、請求項１〜３のいずれかに記載の食害抑制剤の有効成分により
グラフト加工された天然タンパク質繊維又は繊維製品であることを特徴とする請求項４又
は５記載の食害昆虫に対する食害抑制素材。
【請求項７】
請求項１〜３のいずれかに記載の食害抑制剤の溶液又は分散液中に絹タンパク質繊維及び
繊維製品並びに羊毛ケラチン繊維及び繊維製品から選ばれた天然タンパク質繊維又は繊維
製品を浸漬して、又は該溶液もしくは分散液を該天然タンパク質繊維又は繊維製品にスプ
レーして、該天然タンパク質繊維又は繊維製品に該食害抑制剤を付着せしめることを特徴
とする食害昆虫に対する食害抑制素材の製造方法。
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【請求項８】
カテキン又はタンニン酸を含む絹タンパク質繊維及び繊維製品並びに羊毛ケラチン繊維及
び繊維製品から選ばれた天然タンパク質繊維又は繊維製品からなることを特徴とする食害
昆虫に対する食害抑制素材。
【請求項９】
前記カテキン又はタンニン酸が、前記天然タンパク質繊維又は繊維製品を濃度０．５〜３
％のカテキン又はタンニン酸を含む染色浴で染色するか、又は該繊維又は繊維製品をカテ
キン又はタンニン酸を含まない染色浴で染色した後、濃度０．５〜３％のカテキン又はタ
ンニン酸の水溶液に浸漬して媒染処理することにより該繊維又は繊維製品中に含まれるよ
うにしたことを特徴とする請求項８記載の食害昆虫に対する食害抑制素材。
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【請求項１０】
絹タンパク質繊維及び繊維製品並びに羊毛ケラチン繊維及び繊維製品から選ばれた天然タ
ンパク質繊維又は繊維製品を、濃度０．５〜３％のカテキン又はタンニン酸を含む染色浴
で染色するか、或いは該繊維又は繊維製品をカテキン又はタンニン酸を含まない染色浴で
染色した後、濃度０．５〜３％のカテキン又はタンニン酸の水溶液に浸漬して媒染処理す
ることを特徴とする食害昆虫に対する食害抑制素材の製造方法。
【請求項１１】
前記カテキン若しくはタンニン酸を含む天然タンパク質繊維又は繊維製品が、請求項４〜
６のいずれかに記載の繊維又は繊維製品であることを特徴とする請求項８又は９記載の食
害昆虫に対する食害抑制素材。
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【請求項１２】
請求項４〜６のいずれかに記載の食害抑制素材を濃度０．５〜３％のカテキン又はタンニ
ン酸を含む染色浴で染色するか、或いは該食害抑制素材をカテキン又はタンニン酸を含ま
ない染色浴で染色した後、濃度０．５〜３％のカテキン又はタンニン酸の水溶液に浸漬し
て媒染処理することを特徴とする食害昆虫に対する食害抑制素材の製造方法。
【請求項１３】
金属イオンを分子内に含む含有染料で染色されたことを特徴とする食害昆虫に対する食害
抑制素材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、繊維、繊維製品を主として食害する害虫による食害被害を防止するための食害
抑制剤、この食害抑制剤を含む食害抑制素材、及びこの食害抑制素材の製造方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
私たちの身の回りには多くの繊維害虫が生存しており、貴重な繊維製品を食害し、製品の
品質を著しく劣悪にする。このような繊維害虫は、衣類や、昆虫、小動物の死骸や、乾燥
魚、乾燥肉、玄米、小麦等の乾燥食品を餌にして増殖する。
食害の実態を理解するために、繊維害虫及び食害等についての一般的知識を次に述べる。
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羊毛繊維、羊毛繊維製品、絹タンパク質繊維、絹タンパク質繊維製品等を加害する昆虫に
は、鞘翅目カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、並びに鱗翅目ヒロズコガ科のイガ
及びコイガ等がいる。このうち、以下、カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシについ
て主として説明する。
【０００３】
カツオブシムシ及びヒメマルカツオブシムシ：
カツオブシムシは、成虫で体長約４ｍｍであり、その体色は赤褐色から黒褐色を呈する。
幼虫は体長約９ｍｍであり、体色は黄褐色から茶褐色を呈する。
ヒメマルカツオブシムシは、成虫で体長約２．５ｍｍであり、その体色は黄色、白色を呈
し、褐色の斑紋が特徴的である。幼虫は体長約４ｍｍであり、その体色は暗褐色から黒褐
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色を呈する。
【０００４】
カツオブシムシとヒメマルカツオブシムシは、通常年１回発生し、幼虫で越冬する。３〜
５月に蛹化し、５〜６月に成虫になる。両者の幼虫期間は３００日である。幼虫は、加害
物や貯蔵庫の隙間等に潜入して休眠し、越年する。幼虫の期間中、衣類を食べ続けるわけ
でなく、幼虫がある一定の大きさになるとほとんど食べない期間がある。ヒメマルカツオ
ブシムシでは９月頃から食べる量が次第に減少する。ヒメマルカツオブシムシが盛んに食
べるようになると、１週間に自分の体重の２〜３倍量も増加する。
【０００５】
カツオブシムシ及びヒメマルカツオブシムシ幼虫による食害：
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カツオブシムシやヒメマルカツオブシムシ等の昆虫は、羊毛製品に重大な食害を及ぼすた
め大きな問題となっている。羊毛の他にも、絹、皮製品、毛皮等の動物性繊維製品や干し
魚等動物性乾燥食品、あるいは動物のはく製や昆虫標本等がこれらの昆虫の被食害物質と
して知られており、さらに、穀類や種子類等も食害被害にあう。
このような食害昆虫を防除するには、消極的ではあるが、昆虫の成虫を家に入れないよう
に留意することが大切である。すなわち、衣類を食害するのは幼虫だけであり、成虫は春
から野外に出没し、秋にかけて産卵するため、成虫を屋内に持ち込まない配慮が必要であ
る。
【０００６】
一般に、食害昆虫に対する基本的な防除対策は次の３種類に大別できる。▲１▼害虫の発
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生を抑制する対策、▲２▼害虫を駆除する対策、▲３▼害虫の食害を抑制する対策である
。
害虫の駆除：
衣類は、汚れている部分が好んで食害されるので、繊維製品は使用後、ドライクリーニン
グしてから収納することが望ましい。食害の予防には、ナフタリン、パラジクロルベンゼ
ン等の防虫剤が効果的であり、殺虫剤による駆除には、有機リン系の粉剤や油剤散布が効
果的であるが、対象物（衣類や食品）の品質管理には十分な注意を要する。
【０００７】
上記防虫剤は、有効成分が気体となって空気中に蒸散し、害虫を殺すものであるため、人
体への悪影響も考えられる。できるだけ使用量を減らし、衣類の入替えをするときは、部
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屋の空気を換気する必要がある。
繊維害虫の防除方法：
繊維害虫に対する防除方法は次の２種類に大別できる。▲１▼防虫・殺虫剤による化学的
防除法、▲２▼低温・高温処理や、脱酸素剤による物理的防除法である。化学的防除法の
場合には、人畜への安全性を優先的に考えなくてはならず、使用場所の環境、材質、密閉
度や、散布量、並びに経済性を考慮する必要がある。
【０００８】
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、樟脳等の昇華性防虫剤は、保存容器の合成樹脂を溶
かす恐れがあり、また、ポリ塩化ビニルを劣化させたり、金や銀糸の光沢を失わすことが
あるため使用時の注意が必要である。更に、異なる複数の昇華性防虫剤、例えばパラジク
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ロルベンゼンと樟脳とを同時に使用すると、両者は溶け、衣類にシミを残すことがある。
蒸散性防虫剤、くん煙殺虫剤は、通常、白色系統の製品に直接かかると黄色に変色するこ
とがある。また、臭化メチル剤、燐化アルミニウム等の燻蒸殺虫剤は、人畜に対して有害
である。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、食害昆虫による食害を抑制するため、従来の防虫・殺虫剤とは異なり人畜の健康
状態に悪影響を及ぼすことがなく、使用に当たっては特別の注意を払う必要が無く、また
、効率的かつ経済的に食害を抑制する繊維害虫防除技術あるいは繊維害虫を寄せ付けない
素材の開発が望まれているが、未だ満足すべき技術は提案されていない。
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【００１０】
上記した問題の１つの解決方法として、繊維素材自体を加工処理し、繊維害虫を寄せ付け
ないようにする技術の開発が考えられる。例えば、特定のモノマーでグラフト加工した繊
維素材を開発すること、すなわち、グラフト加工前後で繊維素材の機械的特性が劣悪化す
ることなく、しかも食害抑制が可能となる加工薬剤を探索し、加工試薬を用いて素材を加
工する技術を開発することが考えられる。
本発明の課題は、従来技術の問題点を解決し、食害昆虫に対して優れた食害抑制効果を示
す食害抑制剤を提供すると共に、耐久性に優れた食害抑制効果を持つ繊維及び繊維製品等
からなる食害抑制素材並びにこの素材の製造方法を提供することにある。
【００１１】
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【課題を解決するための手段】
本発明者らは、天然タンパク質をグラフトモノマーで加工処理することにより、天然タン
パク質に本来備わっていない新規な食害抑制特性を付与するための基礎研究を鋭意進めて
きた。その結果、特有な分子側鎖を持つ（メタ）アクリル酸誘導体でグラフト加工した天
然タンパク質が食害昆虫の食害抑制効果を発現することを見出し、本発明を完成するに至
った。
【００１２】
本発明の食害昆虫に対する食害抑制剤は、下記一般式［Ｉ］：
ＣＨ２

＝

Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＸＹ

［Ｉ］

（但し、一般式［Ｉ］中、
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ＲはＨ又はＣＨ３ であり、
Ｘは（ＣＨ２ ）ａ Ｏｂ （ａは０〜４、ｂは０又は１である。）であり、
Ｙは（１）（ＣＦ２ ）ｃ Ｚ（ｃは１〜１０、ＺはＨ又はＦである。）で表されるフッ化ア
ルキル基、
（２）テトラヒドロフルフリル基、
（３）フェニル基、
（４）イソボルニル基、
（５）ノルボルニル基、
（６）トリシクロ［５，２，１，０

２ ， ６

］デカニル基若しくはデセニル基である。）、

又は
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（７）ジシクロペンテニル基
で表される（メタ）アクリル酸誘導体、その重合体、若しくは該誘導体と該重合体との組
合せ物、
又は下記一般式［ＩＩ］：
ＣＨ２

＝

Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＺ

［ＩＩ］

（但し、一般式［ＩＩ］中、ＲはＨ又はＣＨ３ であり、Ｚは金属又は金属含有基である。
）で表される（メタ）アクリル酸誘導体の金属塩
又は該一般式［Ｉ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体、その重合体、若しくは該誘導
体と該重合体との組合せ物と、該一般式［ＩＩ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体の
金属塩との混合物
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を有効成分とすることを特徴とする。本明細書中で、（メタ）アクリル酸誘導体とは、ア
クリル酸誘導体及びメタクリル酸誘導体を意味する。
【００１３】
上記金属塩は、鉄、銀、銅、及び亜鉛から選ばれた金属を含む塩であることを特徴とする
。
この食害抑制剤は、鞘翅目カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、並びに鱗翅目ヒロ
ズコガ科のイガ及びコイガから選ばれた食害昆虫の食害を回避することができる。
本発明の食害昆虫に対する食害抑制素材は、上記食害抑制剤を繊維又は繊維製品に付着せ
しめたものであることを特徴とする。
この繊維及び繊維製品は、絹タンパク質繊維及び繊維製品並びに羊毛ケラチン繊維及び繊
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維製品から選ばれた天然タンパク質繊維又は繊維製品である。
【００１４】
この繊維及び繊維製品は、上記食害抑制剤の有効成分によりグラフト加工された天然タン
パク質繊維又は繊維製品であることが望ましい。
本発明の食害抑制素材の製造方法は、上記食害抑制剤の溶液又は分散液中に絹タンパク質
繊維及び繊維製品並びに羊毛ケラチン繊維及び繊維製品から選ばれた天然タンパク質繊維
又は繊維製品を浸漬して、又は該溶液もしくは分散液を該天然タンパク質繊維又は繊維製
品にスプレーして、該天然タンパク質繊維又は繊維製品に該食害抑制剤を付着せしめるこ
とを特徴とする。
本発明の食害抑制素材はまた、カテキン又はタンニン酸を含む絹タンパク質繊維及び繊維

10

製品並びに羊毛ケラチン繊維及び繊維製品から選ばれた天然タンパク質繊維又は繊維製品
からなることを特徴とする。
【００１５】
このカテキン又はタンニン酸は、上記天然タンパク質繊維又は繊維製品を濃度０．５〜３
％のカテキン又はタンニン酸を含む染色浴で染色するか、又はこの繊維又は繊維製品をカ
テキン又はタンニン酸を含まない染色浴で染色した後、濃度０．５〜３％のカテキン又は
タンニン酸の水溶液に浸漬して媒染処理することにより繊維又は繊維製品中に含ませるよ
うにすることができる。
このカテキン又はタンニン酸を含んだ食害抑制素材の製造方法は、絹タンパク質繊維及び
繊維製品並びに羊毛ケラチン繊維及び繊維製品から選ばれた天然タンパク質繊維又は繊維

20

製品を、濃度０．５〜３％のカテキン又はタンニン酸を含む染色浴で染色するか、或いは
該繊維又は繊維製品をカテキン又はタンニン酸を含まない染色浴で染色した後、濃度０．
５〜３％のカテキン又はタンニン酸の水溶液に浸漬して媒染処理することを特徴とする。
【００１６】
上記カテキン若しくはタンニン酸を含んだ食害抑制素材の天然タンパク質繊維又は繊維製
品は、上記食害抑制剤を付着せしめた、例えば上記食害抑制剤の有効成分によりグラフト
加工されたものであることが望ましい。
また、本発明の食害昆虫に対する食害抑制素材は、金属イオンを分子内に含む含金染料で
染色されたものであってもよい。
【００１７】

30

【発明の実施の形態】
本発明の食害抑制素材の対象となる材料としては、例えば、有機高分子として、カイコ由
来の絹タンパク質、動物タンパク質の羊毛繊維やケラチン繊維等が例示できる。
本発明によれば、カイコ由来の絹タンパク質としては、家蚕由来のものも野蚕由来のもの
も使用できる。例えば、家蚕由来の絹繊維（家蚕生糸（繭糸））や、その近縁種のクワコ
由来の絹繊維、野蚕由来の天蚕、柞蚕、ひま蚕、エリ蚕、ムガ蚕等の絹繊維（野蚕生糸）
、また、生糸を精練して得られる絹フィブロイン繊維も使用できる。
【００１８】
家蚕幼虫や野蚕幼虫が成熟し、吐糸して作り出すのが繭糸からなる繭であり、この繭を切
り開き手で展開すると層状に剥がれる。これを繭層といい、本発明で使用できる。繭層を

40

構成する繭糸表面は、にかわ質のセリシンで覆われており、この繭層から連続的に取り出
したものが繭糸であり、複数の繭糸を繰糸工程で繰糸したものが生糸である。また、絹フ
ィブロイン繊維を得るには、絹セリシンを精練処理により除去すればよい。家蚕繭糸の場
合、例えば、炭酸ナトリウム等のアルカリ溶液で煮沸処理すると絹セリシンは除去され、
野蚕繭糸の場合、例えば、メタケイ酸ナトリウム及び炭酸ナトリウム、エチレンジアミン
四酢酸のような混合溶液で加熱処理すると絹セリシンは除去され、絹フィブロイン繊維と
なる。
【００１９】
また、本発明では、細く切断した絹フィブロイン繊維をランダム状に集合体化させた絹不
織布も利用できる。
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さらに、絹以外のタンパク質繊維として、羊毛ケラチン等の天然有機高分子も使用できる
。本発明で用いる羊毛ケラチン繊維は、例えば、次のようにして調製できる。メリノ種羊
毛（６４

Ｓ）に含まれる色素、脂肪分を、ベンゼン−エタノール（５０／５０（容積％

））の混合溶液を用いて、ソックスレー抽出器で２．５時間処理することにより取り除き
、本発明で用いる羊毛繊維を調製する。
本発明で用いられる絹、羊毛等の形状は、特に制限されるわけではなく、例えば、繊維、
織物、編物、不織布、繊維複合体、又は粉末等であってもよい。
【００２０】
本発明によれば、次の七通りの方法で被処理物を処理し、食害昆虫からの食害を抑制可能
な素材を製造できる。

10

▲１▼上記一般式［Ｉ］で表す（メタ）アクリル酸誘導体であるグラフトモノマーでグラ
フト加工する方法。
▲２▼上記一般式［ＩＩ］で表す（メタ）アクリル酸誘導体の金属塩であるグラフトモノ
マーでグラフト加工する方法。
▲３▼上記▲１▼若しくは▲２▼の方法で加工しなかった素材又は加工した素材を天然の
染料で染色する方法。
▲４▼上記▲１▼若しくは▲２▼の方法で加工しなかった素材又は加工した素材を一般の
染料或いはコチニール等の動物性染料で染色し、これを金属イオン含有水溶液に浸漬して
媒染処理する方法。
【００２１】

20

▲５▼上記▲１▼若しくは▲２▼の方法で加工しなかった素材又は加工した素材を含金染
料で染色する方法。
▲６▼上記▲１▼若しくは▲２▼の方法で加工しなかった素材又は加工した素材の染色時
、染料の他にカテキン又はタンニン酸を添加した染色浴で染色する方法。
▲７▼上記▲１▼若しくは▲２▼の方法で加工しなかった素材又は加工した素材を一般の
染料で染色した後、カテキン又はタンニン酸の水溶液で媒染処理する方法。
▲８▼カテキン若しくはタンニン酸の水溶液中に、上記▲１▼又は▲２▼の方法で加工し
なかった素材又は加工した素材を浸漬処理する方法。
【００２２】
上記の方法で、食害抑制素材を製造する手法を以下詳細に説明する。

30

▲１▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
一般式［Ｉ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体としては、具体的には、例えば、トリ
フルオロエチルアクリレート、トリフルオロエチルメタクリレート、オクタフルオロペン
チルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、トリデカフルオロオクチル
メタクリレート、ヘプタデカフルオロデシルアクリレート、ヘプタデカフルオロデシルメ
タクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリ
レート、フェニルメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート、イソボルニルアク
リレート、イソボルニルメタクリレート、ノルボルニルアクリレート、ノルボルニルメタ
クリレート、トリシクロ［５，２，１，０
５，２，１，０

２ ， ６

２ ， ６

］デカニルアクリレート、トリシクロ［

］デカニルメタクリレート、トリシクロ［５，２，１，０

デセニルアクリレート、トリシクロ［５，２，１，０

２ ， ６

２ ， ６

］

40

］デセニルオキシエチルアク

リレート、ジシクロペンテニルアクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレ
ート等が挙げられ、また、これらは、単独で用いても又は２種以上を組み合わせて用いて
もよい。
【００２３】
また、一般式［ＩＩ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体の金属塩としては、例えば
メタクリル酸の銀塩、銅塩、鉄塩、亜鉛塩等、及びアクリル酸の銀塩、銅塩、鉄塩、亜鉛
塩等が挙げられ、これらは単独で用いても又は２種以上を組み合わせて用いてもよい。
本実施の形態では、以下、グラフト重合性に優れた（メタ）アクリル酸誘導体を例にとり
説明する。
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本発明の食害抑制剤は、これら（メタ）アクリル酸誘導体のみを有効成分として構成され
ていてもよいし、これら（メタ）アクリル酸誘導体を水、アルコール等に溶解した溶液の
形態であってもよく、また、（メタ）アクリル酸誘導体が難溶性であるときは、（メタ）
アクリル酸誘導体を分散剤にて水、アルコール等に分散させてなる分散液の形態であって
もよい。
本発明の食害抑制剤は、その形態が液状であるときは、繊維等の製品を浸漬したり、また
、塗布したりして付着処理することにより繊維等の製品に食害抑制機能を付与することが
でき、また、塗布、スプレイ等の方法を用いることにより浸漬処理し難い住宅建材、家具
等の二次製品に簡易に食害抑制機能性を付与することもできる。
【００２４】
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また、本発明で用いる一般式［Ｉ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体は、炭素−炭素
二重結合を有し、重合性を有することから、（メタ）アクリル酸誘導体のままで被処理物
に適用し、その後重合させることもできるし、また、（メタ）アクリル酸誘導体の重合体
、又はこの単量体と重合体とで構成した有効成分を被処理物に適用してもよいい。また、
この重合体は、（メタ）アクリル酸誘導体と共重合可能な不飽和化合物との共重合体であ
ってもよい。なお、（メタ）アクリル酸誘導体の重合体を含む食害抑制剤は、公知の有機
高分子からなる樹脂に対して混練、混合等をすることにより、樹脂自体に食害抑制効果を
付与することもできる。
【００２５】
（メタ）アクリル酸誘導体の重合には、任意の公知の方法を用いることができ、例えば、

20

（メタ）アクリル酸誘導体を、過硫酸アンモニウム等の任意の重合開始剤及び界面活性剤
を含み、さらにグラフト重合の効率を上げるために酸等で酸性とした水性系で加熱重合す
る方法を用いることもできる。
本発明の食害抑制剤は、食害昆虫に対して優れた食害抑制効果を示し、樹脂製品等を含め
て各種製品に食害抑制効果を付与することができるものであり、特に本発明の食害抑制効
果を持つ有効成分である一般式［Ｉ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はそ
の重合体を付着させた繊維又は繊維製品は、食害抑制機能を持つ繊維又は繊維製品として
有用なものである。
【００２６】
本発明による食害抑制素材を製造するためのグラフト加工は、通常、次のようにして行わ

30

れる。
グラフトモノマー（一般式［Ｉ］、［ＩＩ］）を界面活性剤により分散させて得た水分散
液中に、天然タンパク質繊維又は繊維製品を入れ、所望により重合開始剤を添加してグラ
フト重合を行わせる。重合開始剤としては、タンパク質にグラフト重合の拠点となるラジ
カルを発生するラジカル触媒であれば、任意のものを適宜用いることができ、例えば、繊
維特性を低下させないようにするためには過硫酸アンモニウムが好ましい。天然タンパク
質に導入できるモノマー量はグラフト加工率（以下、単に「加工率」と称す。）に依存し
、モノマー使用量、すなわち加工率は、グラフトモノマーの使用量、処理温度、処理時間
、処理されるタンパク質の種類等に応じて、所望により適宜調整することができる。
【００２７】

40

具体的なグラフト加工の加工条件の例は次の通りである。
所定量の上記グラフトモノマー、グラフト重合開始剤（例えば、過硫酸ナトリウム２．５
％ｏｗｆ）、蟻酸（例えば、２ｍＬ／Ｌ８５％蟻酸）を含む溶液に、さらにモノマー重量
に対して所定量（例えば、１２ｗｔ％）の乳化剤を加えて混合溶液を得、その溶液中に天
然タンパク質繊維を浸漬し（例えば、浴比１：２０）、グラフト加工する。恒温装置又は
オーバーマイヤー型染色試験器（密閉型）等を用い、グラフト加工用溶液を、例えば、常
温から８０℃まで２０分間で昇温せしめた後、４０分間、同温度を保持して反応を進める
。反応終了後、タンパク質繊維を水洗し、さらに、ハイドロサルファイトナトリウム水溶
液（１ｇ／Ｌ）にノイゲンＨＣ（１ｍＬ／Ｌ：商品名、第一工業製薬（株）製非イオン界
面活性剤）を添加した混合溶液中で、７０℃、２０分間還元洗浄を行う。水洗後、風乾し
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、次いで、標準状態（２０℃、６５％ＲＨ）で調湿させ、グラフト加工された繊維試料を
作製する。
【００２８】
本発明では、上記のとおり、食害抑制効果を持つグラフト試薬でグラフト加工することに
より絹や羊毛等の天然タンパク質繊維や繊維製品に対して食害抑制機能を付与することが
できる。また、下記に示すように、羊毛等を染料で染色する第１段階の処理に引き続き、
いろんな色調に発色させるため、染色した羊毛等を金属イオン含有水溶液に浸漬し加熱す
る、すなわち媒染処理による第２段階の処理を行うことで食害抑制素材を調製することも
可能である。この場合に、羊毛等が▲１▼のように処理されたものでも、処理されないも
のであってもよい。

10

【００２９】
▲２▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
例えば、メタクリル酸の銀塩、銅塩、亜鉛塩、コバルト塩、クロム塩等や、アクリル酸の
銀塩、銅塩、亜鉛塩、コバルト塩、クロム塩等を用い、従来公知の方法で、例えば▲１▼
記載のような方法で、天然タンパク質繊維又は繊維製品をグラフト加工することにより食
害抑制素材を製造できる。
【００３０】
▲３▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
（１）野蚕のクリキュラ繭から取り出したクリキュラ繭抽出色素で、上記▲１▼若しくは
▲２▼の方法で加工されていない素材又は加工された素材を染色する。
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（２）植物色素のラックダイ、五倍子、カテキュー、赤キャベツ、紫根で、上記▲１▼若
しくは▲２▼の方法で加工されていないで素材又は加工された素材を染色する。
（３）動物由来の色素であるコチニールやキハダで、上記▲１▼若しくは▲２▼の方法で
加工されていない素材又は加工された素材を染色する。
植物由来の天然色素で試料を染色するには、試料重量に比べて１０〜８０％ｏｗｆの色素
を含む染色浴を用い、酢酸の希薄水溶液を染色浴に加えて染色浴のｐＨを５〜６に調整し
、浴比１：５０で、４０〜７０℃、好ましくは５５〜６５℃で１時間染色処理すればよい
。
本発明における天然色素としては、主としてコチニールを用いたが、これは羊毛、絹等の
タンパク質繊維によく染まること、耐候性も向上する点に着目したからである。

30

【００３１】
グラフト加工用試料：
本発明の食害抑制機能を持つ素材は、繊維及び繊維製品に一般式［Ｉ］で表される（メタ
）アクリル酸誘導体及び／又はその重合体がグラフト加工により付着されてなるものであ
り、繊維としては、上記したように、家蚕、野蚕等の絹繊維、羊毛繊維等の動物性タンパ
ク質繊維が挙げられ、特に絹繊維、羊毛繊維が好ましい。繊維の形態は、綿、糸、織物、
編物、不織布等の布帛或いはこれら糸、布帛からなる繊維製品のいずれであってもよい。
本発明の食害抑制機能を持つ素材において、（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はその重
合体をグラフト重合により被処理繊維等の表面及び／又は内部に強固に付着させることは
、食害抑制効果をより長い時間持続させるうえで好ましいことである。
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【００３２】
本発明の食害抑制機能を持つ素材である繊維等は、次の方法により製造される。
すなわち、被処理繊維を一般式［Ｉ］で表される（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はそ
の重合体の溶液又は分散液にて付着処理することより製造される。
（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はその重合体の溶液又は分散液は、（メタ）アクリル
酸誘導体及び／又はその重合体が、水溶性であれば水溶液、アルコール可溶性であればア
ルコール溶液、或いは水不溶性であれば界面活性剤等の分散剤により分散させた水分散液
とすることがグラフト重合の効率を上げる点で好ましい。
【００３３】
付着処理する方法としては、（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はその重合体の溶液又は
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分散液を処理液とし、（ａ）処理液中に重合開始剤を存在させて被処理繊維を浸漬し、こ
の繊維に対し（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はその重合体をグラフト重合させる処理
方法、及び（ｂ）処理液中に被処理繊維を浸漬して付着処理する方法が用いられる。その
他に、（ｃ）処理液を繊維に塗布又はスプレイして乾燥する方法等も用いられる。これら
の方法のうち、特に（ａ）の方法は、より多くの（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はそ
の重合体を被処理繊維に付着せしめること、耐久性に優れた食害抑制効果を有する繊維素
材が得られること、また、繊維特性の劣化が軽微なることから好ましく用いられる。特に
、被処理繊維として絹繊維、羊毛繊維を用いたときにおいて、（ａ）の方法は、有効な方
法である。
【００３４】

10

（ａ）の方法における重合開始剤としては、繊維にグラフト重合の拠点となるラジカルを
発生させるラジカル触媒であれば、任意のものが用いられ、繊維特性を低下させない点で
過硫酸アンモニウムが好ましく用いられる。（ｂ）の方法においては、浸漬した後、必要
により処理物を水で洗浄し、加熱乾燥するか或いは加温下に浸漬してもよく、また、（ｃ
）の方法においては、加熱下に乾燥してもよい。
（ａ）、（ｂ）或いは（ｃ）の付着方法における処理液中の（メタ）アクリル酸誘導体及
び／又はその重合体の使用量、処理温度、処理時間等の条件は、処理される繊維の種類、
食害抑制機能付与の程度、食害抑制機能を持つ繊維の用途等により、適宜変更することが
できる。繊維へ付着する（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はその重合体の量としては、
優れた食害抑制機能性の効果を発揮させるうえからは、加工率として、一般に少なくとも

20

０．０１重量％あればよく、好ましくは５重量％以上あればよい。付着量の上限は、製造
コスト等を考慮して適宜選択すればよい。
【００３５】
▲４▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
媒染処理に用いる金属イオンとしては、Ａｌ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｃｒ等のイオンが例示
でき、これらの金属イオンで媒染するには、酢酸銅、木酢酸鉄、チタン媒染液、アルミみ
ょうばん、クロムみょうばん等を用いて処理すればよい。この金属イオン含有水溶液の金
属イオン濃度は、１〜１５ｇ／Ｌ、好ましくは１〜５ｇ／Ｌである。この金属イオン含有
水溶液に脱脂羊毛又はグラフト加工された脱脂羊毛を浸漬し、４０℃〜８０℃、好ましく
は５５〜７５℃で３０分〜２時間加熱処理すればよい。
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【００３６】
▲５▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
Ｃｒ、Ｃｕ、Ｃｏ等の金属イオンを含む含金染料で脱脂羊毛又はグラフト加工された脱脂
羊毛を染色することにより、食害抑制素材を製造することができる。含金染料の濃度は、
一般に２〜３％、好ましくは０．１〜０．５％、さらに好ましくは０．０５〜０．２％で
あり、例えば、下記の含金染料を使用できる。
Ｃｒ−ｃｏｍｐｌｅｘ

ｄｙｅｓ：

Ａｃｉｄ

５４（ＣＩ＝１４８８５）、Ａｃｉｄ

Ｂｌａｃｋ

Ｉ＝１５９００）、Ａｃｉｄ
ｅｄ

Ｒｅｄ

１８４（ＣＩ＝１

１８７（ＣＩ＝１６２６５）、Ａｃｉｄ

、Ａｃｉｄ

Ｖｉｏｌｅｔ

４（Ｋａｙａｋａｌａｎ

Ｂｌｕｅ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌａｃｋ

５６８５）、Ａｃｉｄ

ＲＬ）、及びＡｃｉｄ

ｄｙｅｓ：

Ａｃｉｄ

８６（ＣＩ＝１７６２０）、Ａｃｉｄ

ｃｔ

Ｖｉｏｌｅｔ

ｔ

Ｇｒｅｅｎ

Ｂｌｕｅ

40

２３

Ｂｌａｃｋ

９１（ＣＩ＝１

Ｂｌｕｅ

４２（ＣＩ＝

５６８１）、及びＤｉｒｅ

４６（ＣＩ＝１７５９５）。

Ｃｕ−ｃｏｍｐｌｅｘ
Ｄｉｒｅｃｔ

Ｖｉｏｌｅｔ

Ｒ

２ＲＬ）

Ｃｏ−ｃｏｍｐｌｅｘ
１７２５５）、Ａｃｉｄ

１２４（Ｃ

１９３（ＣＩ＝１５７０７）

５８（ＣＩ＝１６２６０）、Ａｃｉｄ
Ｂｌｕｅ

１５５（Ｋａｙａｋａｌａｎ
Ｂｒｏｗｎ

Ｂｌａｃｋ

ｄｙｅｓ：

Ｙｅｌｌｏｗ
８０。

８８、Ｄｉｒｅｃｔ

Ｂｌｕｅ

１６５、及びＤｉｒｅｃ
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【００３７】
▲６▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
カテキン又はタンニン酸を添加した一般の染料を含んだ染色浴で繊維若しくは繊維製品又
はグラフト加工された繊維若しくは繊維製品を染色処理することにより、食害抑制素材を
製造することができる。この染色浴中に含有するカテキン、タンニン酸の濃度は、０．５
〜３％ｏｗｆ、好ましくは１〜２％ｏｗｆである。
【００３８】
▲７▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
繊維若しくは繊維製品又はグラフト加工された繊維若しくは繊維製品を一般の染料で染色
後、カテキン又はタンニン酸の水溶液で媒染処理することにより食害抑制素材を製造する

10

ことができる。このカテキン、タンニン酸の濃度は、０．５〜３％ｏｗｆ、好ましくは１
〜２％ｏｗｆである。
▲８▼の方法で食害抑制素材を製造する場合：
１〜１０％ｏｗｆ、好ましくは２〜５％ｏｗｆのカテキン水溶液若しくはタンニン酸水溶
液中に繊維若しくは繊維製品又はグラフト加工された繊維若しくは繊維製品を浸漬処理す
ることにより食害抑制素材を製造できる。
なお、アクリル酸誘導体でグラフト加工した素材は、加工率が同じであれば、メタクリル
酸誘導体でグラフト加工した素材よりも食害を受け難いことが分かった。但し、アクリル
酸誘導体の金属塩、メタクリル酸誘導体の金属塩でグラフト加工した素材の食害割合には
大差は見られなかった。

20

【００３９】
【実施例】
以下、実施例及び製造例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの例に限定
されるものではない。なお、実施例に先立ち食害実験に用いた食害昆虫と食害割合の定義
を下記に示す。また、実施例で用いた被処理繊維、この繊維へのグラフト加工、染色方法
等についても説明する。加工繊維の物性値は下記の方法に拠って求めた。
【００４０】
＜食害昆虫＞
旧蚕糸昆虫農業技術研究所、原蚕種製造研究室の繭倉庫に保管した乾繭保存用の布袋の中
から、乾燥繭を飼料として増殖したヒメマルカツオブシムシ幼虫を採集し、継代した幼虫

30

（３、４齢）を２５℃、湿度７０〜８０％ＲＨのインキュベーター（三洋電機（株）製、
ＭＩＲ−１５３）内で市販のカツオブシ粉末を餌にして１年間飼育し、大きさと齢の揃っ
た若齢のヒメマルカツオブシムシ幼虫を食害昆虫として用いた。
【００４１】
＜食害割合＞
ヒメマルカツオブシムシによる食害試験は次のようにして行った。
飼育容器にヒメマルカツオブシムシと複数の試料を配置する「一括法」、また、飼育容器
にヒメマルカツオブシムシと一種類の試料を配置する「個別法」による食害試験を行った
。この一括法による試験では、プラスチック製容器（直径１５４ｍｍφ、高さ２０ｍｍ）
として、Ｇｒｅｉｎｅｒ社製のペトリシャーレ（Ｎｏ．６３９

１０２）を用いた。また

40

、個別法による試験では、Ｋｏｒｄ−Ｖｏｌｍａｒｋ社製の小ペトリシャーレ（直径５５
ｍｍφ、高さ１５ｍｍ）を用いた。ペトリシャーレに被検試料及び大きさと齢とを揃えた
所定頭匹のヒメマルカツオブシムシを入れ、光を遮った環境下で食害試験を行い、所定の
期間の間、食害を観察した。すなわち、食害試験を開始後、１〜４週間まで１週間ごとに
試料量を化学天秤で秤量しながら次式により食害割合を調べた。
【００４２】
食害割合（％）＝〔（Ｗａ−Ｗｂ）／Ｗａ〕×１００
Ｗａ：食害試験前の被検試料の重量
Ｗｂ：食害試験後の被検試料の重量
【００４３】
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＜被処理繊維＞
被処理繊維としてメリノ種羊毛（６４

Ｓ）を用いた。この羊毛試料をグラフト加工する

前に、試料に含まれる色素、脂肪等の不純物を除去するため、ベンゼン−エタノール（５
０／５０（容積％））の混合溶媒を用いて、ソックスレー抽出器で２．５時間処理し、脱
脂羊毛を調製した。
【００４４】
＜被処理繊維へのグラフト加工＞
ニューカルゲン１５１５−２Ｈ（商品名、竹本油脂（株）製非イオン／アニオン混合界面
活性剤）６重量％を含む水溶液に希薄蟻酸を加えてｐＨ３．０に調整した後、所定濃度の
グラフトモノマーを加え、さらに重合開始剤として所定量の過硫酸アンモニウム（ＡＰＳ

10

）を上記脱脂羊毛とグラフトモノマーとの合計重量に対し１．８％ｏｗｆ加えてグラフト
加工液を調製した。グラフト加工液の浴比を１：１５とし、羊毛を浸漬し２５℃から４５
分かけて８０℃に昇温し、８０℃で６０分加熱処理した。処理後、ノイゲンＨＣ（商品名
、第一工業製薬（株）製非イオン界面活性剤）１０％を含む水溶液で８５℃で３０分洗浄
し、１０５℃で２時間乾燥した。グラフト加工条件と得られた加工率との関係を表１に示
す。
【００４５】
なお、グラフト重合させたときの被処理試料の加工率は次式により求めた。
加工率（％）＝（Ｂ−Ａ）／Ａ×１００
上式中、Ａはグラフト重合前の試料の重量、Ｂはグラフト重合後の試料の重量を示す。な

20

お、各試料重量は１０５℃で２時間乾燥後に測定した。
【００４６】
（表１）

30

【００４７】
表１において、ＴＨＦＡはテトラヒドロフルフリルアクリレート、ＩＢＸＭはイソボルニ
ルメタクリレート、５１２Ａはジシクロペンテニルオキシエチルアクリレートである。
表１から、モノマーが異なっても羊毛に対するグラフト加工が良好に進むこと、また、モ

40

ノマー濃度を増加することで羊毛への加工率が増大することが確かめられた。
以下の実施例では、これらのグラフトモノマーの他に、ＩＢＸＡ：イソボルニルアクリレ
ート、ＴＨＦ：テトラヒドロフルフリルメタクリレート、５１１Ａ：ジシクロペンテニル
アクリレート等も使用した。
【００４８】
＜銀付着、銅付着繊維＞
メタクリル酸の銀塩又は銅塩を用いて上記脱脂羊毛をグラフト加工した。すなわち、羊毛
繊維へのグラフト加工は、２．５％ｏｗｆの過硫酸ナトリウム、８５％蟻酸（２ｍＬ／Ｌ
）、及び４０％ｏｗｆのメタクリル酸の銀塩又は銅塩を含み、さらにモノマー重量に対し
て１２％の乳化剤を加えて調製した混合溶液中に羊毛繊維を浸漬し（浴比１：２０）、加
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熱処理することにより行った。常温から８０℃まで２０分間で昇温した後、４０分間、同
温度を保持して反応を進めた。反応終了後、水洗いし、ノイゲンＨＣ（１ｍＬ／Ｌ）を添
加した混合溶液中で、７０℃、２０分間還元洗浄を行った。水洗いし、風乾した後、標準
状態（２０℃、６５％ＲＨ）で調湿させて金属含有加工羊毛繊維を作製した。かくして、
銀、銅を含むグラフト加工羊毛を調製できた。
また、グラフト加工液に重合開始剤を加えることなく、また、グラフト加工液を加熱する
ことなく、室温で脱脂羊毛を３０分浸漬し、取り出して水洗いすることで銅付着、あるい
は銀付着羊毛を調製した。
【００４９】
＜各種染料による染色方法＞

10

クリキュラ色素：
野蚕由来でインドネシア産のクリキュラ繭２０ｇを１，０００ｍｌの水で９０℃、１時間
煮出した後、煮出し水溶液をまず濾紙で、続いてポーラスサイズが５μｍ、１．２μｍの
ミクロフィルターで濾過した。濾過したクリキュラ繭抽出色素（以下、単に「クリキュラ
色素」又は「クリキュラ」と称す。）を含む液をクリキュラ染色液とし、このクリキュラ
染色液に酢酸を添加してｐＨ４．５に調整したクリキュラ染色浴で羊毛布を８５℃で１時
間染色した。
【００５０】
ラックダイ、五倍子、カテキュー、赤キャベツ、紫根：
これらの染色剤としては、各植物より色素成分を抽出し、濃縮液体化した液体植物染料（

20

市販品、田中直染料店製）を用いた。各染色剤を上記クリキュラ色素と同じ方法で濾過後
吸光度測定に使用すると共に、２０％ｏｗｆの植物染料を含む水溶液を弱酸性（ｐＨ５〜
６）とし、この染料液を用いて、浴比１：５０倍に設定し、羊毛布を６０℃で１時間染色
した。
【００５１】
コチニール、キハダ：
コチニール、キハダ（市販品、田中直染料店製）を、それぞれ、羊毛重量の２０％ｏｗｆ
、５０％ｏｗｆ使用し、浴比を１：５０に設定し、沸騰水中で３０分間煮出し、熱いうち
に漉して一番染液を採った。再びコチニールとキハダに水を加えて最初と同じ要領で二番
染液を得た。これらの染液を合併して冷えるまで静置後、染色浴を先ず濾紙で、続いてポ

30

ーラスサイズが５μｍのミクロフィルターで濾過した。濾液に羊毛布の目方の５０倍にな
るように温湯水と酢酸３％とを添加して、羊毛布を６０℃で１時間染色した。
【００５２】
藍：
インド藍液（市販品、田中直染料店製）を用いてメーカー推奨の飽和染法に準じて羊毛布
を染色した。
化学染料：
直接染料Ｃ．Ｉ．
ａｓｔ

Ｂｌａｃｋ

Ｄｉｒｅｃｔ

Ｂｌａｃｋ

５１（Ｋａｙａｋｕ

Ｄｉｒｅｃｔ

Ｆ

ｃｏｎｃ．）５％ｏｗｆ、無水硫酸ナトリウム３０％ｏｗｆの染色

溶液中で羊毛布を９０℃で１時間染色した。

40

【００５３】
＜コチニールの抽出及び染色方法＞
コチニールは次のようにして２回の熱水抽出を行い、この抽出液を染色浴として用いた。
コチニール５０ｇを含む水１０００ｍＬを２０分間沸騰させたものをステンレス製の篩（
サイズ：２００メッシュ）で濾過して第一抽出液とした。濾別したコチニールに新たに水
４００ｍＬを加えて２０分間煮沸したものを同様にステンレス製の篩（サイズ：２００メ
ッシュ）で濾過して第二抽出液とした。次に、第一抽出液と第二抽出液とを混合し、この
混合水溶液を濾紙及びミクロフィルターで濾過して不純物のない染色浴を濾別した。これ
に水３００ｍＬを加えて全量３０００ｍＬのコチニール染色浴を調製した。
【００５４】
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被処理試料（羊毛）を上記コチニール染色浴に入れ、染色浴温度を室温から９８℃まで４
０分かけて昇温し、９８℃で１時間処理して試料を染色した。染色終了後、染色浴を自然
放冷して室温にしてから試料を取り出し、水洗後、室温で乾燥させた。
＜ウコンの抽出及び染色方法＞
ウコン色素は、（資）比嘉製茶の市販品「春ウコン」を抽出することで調製した。ウコン
の抽出及び染色は、上記コチニールの抽出と染色方法に準じて行った。
【００５５】
＜媒染方法＞
アルミ媒染は、被処理試料（羊毛）を２ｇ／Ｌ焼きミョウバン水溶液で処理して行った。
銅媒染は２ｇ／Ｌ酢酸銅水溶液、鉄媒染は５ｍＬ／５００ｍＬ木酢酸鉄水溶液、チタン媒

10

染は５ｍＬ／５００ｍＬチタン媒染水溶液、クロム媒染は５％クロムミョウバン水溶液を
用いて行った。いずれの媒染処理の温度と時間も６０℃、３０分であった。
＜含金染料による染色＞
含金染料として、Ｋａｙａｋａｌａｎ
ａｎ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌｕｅ

Ｂｌａｃｋ

ＲＬ又はＫａｙａｋａｌ

２ＲＬを用いた。１ｇ／Ｌ濃度の染料を用い、１時間、９８℃処理す

ることにより染色した。直接染料（Ｋａｙａｋｕ

Ｄｉｒｅｃｔ

Ｆａｓｔ

Ｂｌａｃｋ

ｃｏｎｃ．）による染色は、濃度１ｇ／Ｌの染料を含む染色浴で１時間、９８℃処理す
ることにより染色した。
【００５６】
＜クリキュラ絹糸の調製＞

20

濃度１２ｇ／Ｌの炭酸ナトリウム水溶液１，０００ｍＬに袋詰めしたクリキュラ繭８．５
６ｇを入れ、１３０℃で２時間精練した。精練後の重量は６．４１ｇ（練減率２５．１％
）であった。
次に、このクリキュラ繭を９０℃、１時間水抽出した。続いて、クリキュラ繭をソックス
レー抽出器によりエチルアルコールで５時間抽出した。
ラボ・オートクレーブ（三洋

ＭＬＳ−３７８０）を用いて、クリキュラ繭６２．４５ｇ

を１２０℃で１時間処理し、更に１３０℃で１時間処理した。処理後の重量は５２．６１
ｇ（重量減少率１５．７６％）であった。このようにして精練したクリキュラ絹糸を調製
し、試験に供した。
【００５７】

30

（実施例１）グラフト加工羊毛の食害実験
グラフトモノマーとしてＩＢＸＭ、ＴＨＦＡ、５１２Ａを用い、次のようにしてグラフト
加工した羊毛を製造した。ニューカルゲン１５１５−２Ｈ（商品名、竹本油脂（株）製非
イオン／アニオン混合界面活性剤）６重量％を含む水溶液に希薄蟻酸を加えてｐＨ２．５
に調整した後、所定濃度のＩＢＸＭ、ＴＨＦＡ、又は５１２Ａを加え、さらに重合開始剤
として所定量の過硫酸アンモニウムを上記脱脂羊毛とグラフトモノマーとの合計重量に対
し１．８％ｏｗｆ加えてグラフト加工液を調製した。グラフト加工液の浴比を１：１５と
し、羊毛を浸漬し、２５℃から８０℃まで４５分かけて昇温し、８０℃で６０分加熱処理
した。処理後、ノイゲンＨＣ（商品名、第一工業製薬（株）製非イオン界面活性剤）１０
％を含む水溶液で８５℃で３０分洗浄し、１０５℃で２時間乾燥した。

40

なお、一部の試料加工用のグラフトモノマー濃度は前記表１に示した。
【００５８】
このようにしてＩＢＸＭ、ＴＨＦＡ、５１２Ａでグラフト加工した結果、加工率がそれぞ
れ１４％、３２％、２３％のグラフト加工羊毛を調製できた。なお、メタクリル酸の銅塩
、銀塩でグラフト加工しても加工率は０．２％程度であった。
一個の小プラスチック培養器に１０匹のヒメマルカツオブシムシと１種類の被検用試料を
入れた「個別法」により、一週間毎に４週間まで食害試験を行った。なお、ヒメマルカツ
オブシムシの若齢幼虫（３齢と４齢）を小プラスチック培養器に１０匹を入れ、これをイ
ンキュベーター（温度２４±１℃）内に保管して４週間食害試験を続けた。試験は同一試
料につき２回反復試験を行い、１週間毎に試料重量を秤量し、平均値をとり食害割合を算
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出した。得られた食害割合を表２に示す。
【００５９】
表２中の試料の項において、対照区とは、未処理未加工の脱脂羊毛を意味し、ＩＢＸＭ、
ＴＨＦＡ及び５１２Ａはそれぞれ、ＩＢＸＭ、ＴＨＦＡ及び５１２Ａを用いてグラフト加
工した羊毛を意味し、銅とは、メタクリル酸の銅塩でグラフト加工した羊毛を意味し、ま
た、ＩＢＸＭ／銅及びＴＨＦＡ／銅はそれぞれ、ＩＢＸＭ及びＴＨＦＡでグラフト加工し
た羊毛にさらに第二段階でメタクリル酸の銅塩でグラフト加工した羊毛を意味する。それ
ぞれの試料に対して食害試験を２回繰り返し、その結果の平均値を表２に示す。
【００６０】
（表２）
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【００６１】
表２から明らかなように、ＩＢＸＭ、ＴＨＦＡ、５１２Ａでグラフト加工した羊毛をヒメ
マルカツオブシムシはほとんど食害せず（食害割合はほぼ０％）、グラフト加工により食
害制御素材を製造できることが確認された。また、ＩＢＸＭ及びＴＨＦＡでグラフト加工
した羊毛を引き続いてメタクリル酸の銅塩でグラフト加工すると１００％の食害抑制効果

30

が得られた。また、メタクリル酸の銅塩でグラフト加工した羊毛も、対照区の場合と比べ
て食害被害を受けないことがわかる。
なお、メタクリル酸の銅塩の代わりにその銀塩、亜鉛塩、コバルト塩、クロム塩等、アク
リル酸の銅塩、銀塩、亜鉛塩、コバルト塩、クロム塩等を用いても同様な結果が得られた
。また、羊毛のかわりに家蚕繭糸、野蚕繭糸、セリシン繭や、精練処理前の家蚕、野蚕、
繭糸に対して上記と同様にグラフト加工した試料を用いて行った食害試験の場合も、羊毛
の場合と同様に食害抑制効果が認められた。
【００６２】
（実施例２）グラフト加工羊毛の機械的特性変化
実施例１に従ってＩＢＸＭ、ＴＨＦＡでグラフト加工した羊毛についての機械的特性変化
を、グラフト加工の前後で繊維製品の強度・伸度が劣化するか否かを評価した。得られた
結果を表３に示す。
【００６３】
（表３）
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10

表３から明らかなように、羊毛にグラフト加工を施しても、グラフト加工前後における羊
毛の強度、伸度の劣化程度は軽微であり、機械的実用性能が劣悪と成らないことが実証さ
れた。
【００６４】
（実施例３）個別法による染色羊毛の食害試験
第一段階の処理として脱脂羊毛をコチニール染料で染色し、その後、各種の色相に発色さ
せるための第２段階の処理として、種々な金属イオンで媒染処理した羊毛、あるいは含金
染料や直接染料で染色した羊毛について、その食害割合を次に記載する方法で調べた。一

20

個の小プラスチック培養器に１０匹のヒメマルカツオブシムシと一種類の被検用試料を入
れた「個別法」により、一週間毎に４週間迄食害試験を行った。食害割合は、試験開始後
、２、３、４週間目の試料重量変化から求めた。得られた結果を表４に示す。
【００６５】
（表４）

30
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【００６６】
表４中、コチニール染とは、コチニールを染料に用いて染めた羊毛を意味する。コチニー
ル染＋Ａｌとは、コチニールで羊毛を染色した後、焼きミョウバン水溶液を用いて媒染処
理した試料を意味する。以下、同様に、コチニール染＋Ｃｕ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｃｒは、焼き
ミョウバン水溶液の代わりに、酢酸銅水溶液、木酢酸水溶液、チタン媒染水溶液、クロム
ミョウバン水溶液を用いて媒染染色した羊毛を意味する。また、Ｋａｙａｋａｌａｎ

Ｂ
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ＲＬ、Ｋａｙａｋａｌａｎ

Ｂｌａｃｋ

２ＲＬ、Ｋａｙａｋｕ

ｃｏｎｃ．はそれぞれ、脱脂羊毛を、含金染料であるＫａｙａｋａｌａｎ
Ｂｌａｃｋ

接染料Ｋａｙａｋｕ

ＲＬ若しくはＫａｙａｋａｌａｎ
Ｄｉｒｅｃｔ

Ｆａｓｔ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌａｃｋ

２ＲＬ、又は直

ｃｏｎｃ．で染色しただけ

の羊毛を意味する。
【００６７】
表４において、コチニール染＋Ａｌ、コチニール染＋Ｃｕ、コチニール染＋Ｆｅ、コチニ
ール染＋Ｔｉ、コチニール染＋Ｃｒの場合の媒染処理条件の概要、及び含金染料染め、直
接染料染めの条件の概要は次の通りである。
Ａｌ媒染剤としてはアルミみょうばんを用いた：２ｇ／Ｌで６０℃、３０ｍｉｎ．Ｃｕ媒
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染剤としては酢酸銅を用いた：２ｇ／Ｌで６０℃、３０ｍｉｎ．
Ｆｅ媒染剤としては木酢酸鉄を用いた：５ｃｃ／５００ｃｃで６０℃、３０ｍｉｎ．
Ｔｉ媒染剤としてはチタン媒染液を用いた：５ｃｃ／５００ｃｃで６０℃、３０ｍｉｎ．
Ｃｒ媒染剤としてはクロムみょうばんを用いた：５％溶液で６０℃、３０ｍｉｎ．
また、Ｋａｙａｋａｌａｎ
ｃｋ

２ＲＬ、Ｋａｙａｋｕ

Ｂｌｕｅ

Ｂｌａｃｋ

Ｄｉｒｅｃｔ

ＲＬ、Ｋａｙａｋａｌａｎ

Ｆａｓｔ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌａ

ｃｏｎｃ．）等の

含金染料で羊毛を染色した。０．１％の含金染料を使用し、沸騰水中で１時間染色処理を
行った。
表４から明らかなように、含金染料、直接染料で染色した羊毛は、対象区に比べて食害抑
制効果があった。

20

【００６８】
（実施例４）一括法による染色羊毛の食害試験
実施例３で用いたものと同じ試料の食害割合を「一括法」で評価した。
１０種類の被検試料を一個の大型プラスチック培養器にほぼ一定の距離を隔てて配位する
「一括法」により食害試験を行った。なお、この大型プラスチック培養器に１００匹のヒ
メマルカツオブシムシ幼虫を入れて食害時間が４週間になるまで食害試験を行った。食害
割合は、試験開始後、３、４週間目の試料重量変化から計算して求めた。得られた結果を
表５に示す。
【００６９】
（表５）

30
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表５から明らかなように、含金染料及び直接染料で染色した羊毛が最も食害抑制効果がよ
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かった。
【００７０】
（実施例５）天然染料で染着した染色羊毛の食害試験
各種染料（クリキュラ、ラックダイ、コチニール、五倍子、カテキュー、赤キャベツ、紫
根、藍、キハダ、直接染料Ｃ．Ｉ．

Ｄｉｒｅｃｔ

Ｂｌａｃｋ

５）で染色した脱脂羊

毛のヒメマルカツオブシムシに対する食害割合を調べた。小プラスチック培養器に被検用
試料と１０匹のヒメマルカツオブシムシ幼虫とを入れた個別法により、一週間毎に４週間
迄、食害試験を行った。表６中、ＩＢＸＭ／赤キャベツ及び５１２Ａ／赤キャベツは、そ
れぞれ、実施例１の方法で羊毛をグラフト加工した後、実施例５と同様の方法で赤キャベ
ツで染色加工した試料を意味する。食害割合は、試験開始後、１、２、３、４週間目の試

10

料重量変化から計算して求めた。得られた結果を表６に示す。また、被染物の色相も表６
に示す。
【００７１】
（表６）

20

30

【００７２】
表６から明らかなように、未加工未処理羊毛（対象区）は、食害試験１週間の時間経過ま
での食害量は低いが、２週間目あたりから食害量が次第に急激に増加するようになり、４
週間でサンプルの７０％以上が食べ尽くされた。紫根で染色した羊毛に対するヒメマルカ
ツオブシムシの食害量は多く、食害試験４週間で６０％程度の食害量となった。クリキュ

40

ラ、ラックダイ、コチニール、五倍子、アテキュー、赤キャベツ、藍、キハダ等の天然染
料で染色した羊毛の食害割合は低く、経過時間４週間の食害割合はいずれも１５％程度前
後であり、また、化学染料で染色した羊毛の食害割合は約３０％であった。また、ＩＢＸ
Ｍ、５１２Ａでグラフト加工した羊毛を更に赤キャベツで染色することにより、食害抑制
効果が実質的に１００％発現するに至った。
【００７３】
（実施例６）家蚕繭糸の食害試験
グラフトモノマーとして５１２Ａを用い、実施例１と同様の方法でグラフト加工した家蚕
繭糸について食害試験を行った。食害割合は、試験開始後、１、２、３、４週間目の試料
重量変化から計算して求めた。得られた結果を表７に示す。（表７）
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【００７４】
表７から明らかなように、未加工家蚕繭糸は、食害試験の経過１週間以内での食害割合は
低いが、２週間目あたりから食害割合が次第に急激に増加するようになり、４週間でサン

10

プルの７０％以上が食べ尽くされた。これに対して、本発明によるグラフト加工した家蚕
繭糸の食害割合は著しく軽微で、４週間経過後でも１０％以下であり、グラフト加工によ
り家蚕繭糸の食害被害が著しく減少したことがわかる。
【００７５】
（実施例７）カテキン、タンニン酸を含む試料の食害試験
黒系の直接染料（Ｃ．Ｉ．
ｃｔ

Ｆａｓｔ

Ｂｌａｃｋ

Ｄｉｒｅｃｔ

Ｂｌａｃｋ

５１（Ｋａｙａｋｕ

Ｄｉｒｅ

ｃｏｎｃ．）で羊毛を染色する際、カテキン、タンニン酸

を染色浴に加えて染色することで、食害抑制機能を持つ素材が調製できるかどうかを検討
した。なお、用いたタンニン酸は和光純薬工業株式会社製の商品であり、また、カテキン
は和光純薬工業株式会社製の商品である。

20

試料番号と試料の調製方法とを表８にまとめて示す。
【００７６】
（表８）

30

40

【００７７】
次に、表８に記載した染色加工羊毛の食害試験を行った。すなわち、プラスチック容器に
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ヒメマルカツオブシムシ１０匹と各試料とを入れ、個別法により食害試験を行った。１試
料につき５回の繰り返し試験を行い、得られた食害割合の平均値を表９に示す。
【００７８】
（表９）

10

【００７９】
表９から明らかなように、（１）タンニン酸、カテキンがヒメマルカツオブシムシの食害
抑制効果を持つこと、また、（２）タンニン酸、カテキンを含む染色浴で染色しても、又

20

は（３）通常の工程で染色した後、後処理としてタンニン酸、カテキン水溶液で処理して
も、食害抑制効果を持つことが分かった。
【００８０】
（実施例８）スプレー処理
実施例１で用いた各グラフト加工水溶液をスプレー装置で脱脂羊毛表面にスプレーした。
室温で乾燥したものについて食害試験を行ったところ、実施例１と同様に各試料の食害割
合は著しく低下することが確かめられた。
【００８１】
（実施例９）耐久性と食害試験。
実施例１で作製したＩＢＸＭによるグラフト加工羊毛、ＴＨＦＡによるグラフト加工羊毛
、５１２Ａによるグラフト加工羊毛を、ＪＩＳ規格の洗濯試験（ＪＩＳ
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Ｌ１０４５）に

準じ、石鹸を主剤とする試験液で洗濯した。洗濯試験後の各種グラフト加工羊毛の食害試
験を行ったところ、表２に記載した食害割合と同一の値であり、洗濯により食害特性が変
化することはなかった。
【００８２】
（実施例１０）亜鉛付着羊毛の食害抑制効果
実施例１で使用したメタクリル酸の銅塩の代わりにメタクリル酸の亜鉛塩でグラフト加工
した羊毛の食害割合は、メタクリル酸の銅塩で加工した羊毛とほぼ同一の値となった。
上記実施例では、処理試料として繊維が太めでグラフト加工が施しやすい羊毛、家蚕繭糸
について実施したが、素材として羊毛のみに限定されるものではなく、その他に、野蚕繭
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糸や、これらの繭糸からセリシンを除去した絹フィブロイン繊維を用いた場合であっても
、また、精練処理前の家蚕繭糸、野蚕繭糸等を用いた場合であっても同様の食害抑制効果
が得られた。
【００８３】
【発明の効果】
本発明の食害抑制剤によれば、特定の（メタ）アクリル酸誘導体及び／又はその重合体、
又は特定の（メタ）アクリル酸誘導体の金属塩を有効成分として含んでいるので、食害昆
虫に対して優れた食害抑制機能を発揮することができる。
本発明の食害抑制素材によれば、グラフトモノマーとして、上記特定の物質を用いて天然
タンパク質繊維及び繊維製品をグラフト加工しているので、繊維害虫による食害割合を軽
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減し、繊維及び繊維製品に対する食害昆虫からの被害を防ぐことが可能となる。しかも、
グラフト加工に伴い繊維製品の機械的特性はほぼ未加工時のままであり、未加工時の特性
を大幅に低下させることはない。また、人畜に有害な防虫、殺虫剤、昇華性防虫剤、防除
剤を用いて繊維害虫を避ける従来の技術とは異なり、本発明の食害抑制素材は、人畜に無
害であり、繊維製品と接しても、繊維製品にシミをつけたり、繊維製品の色合いを変色さ
せたりする危険性は全くない。
【００８４】
また、本発明の食害抑制素材は、上記グラフトモノマーの水分散液又は溶媒分散液中に天
然タンパク質繊維及び繊維製品浸漬することによっても、また、これらの液を用いてスプ
レー方式等で天然タンパク質繊維及び繊維製品を処理することによっても製造でき、優れ
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た食害抑制機能を有する発現することができる。このグラフト加工した素材は耐洗濯性に
優れ、洗濯後も食害抑制効果は減退することはなく、長時間持続する。
本発明によれば、グラフト加工率を制御することで素材の食害抑制程度を変えることもで
きる。
【００８５】
さらに、本発明によれば、従来公知の染料の染色浴にタンニン酸、カテキン等の食害制御
物質を含ませて天然タンパク質繊維及び繊維製品を染色することにより、又は従来公知の
染料でこの繊維及び繊維製品を染色した後、染料を繊維及び繊維製品中に固定させる目的
で金属水溶液に浸漬する媒染処理を行うことにより、繊維及び繊維製品に対する食害昆虫
からの被害を防ぐことができる。
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本発明によれば、処理される素材として、羊毛の他に、家蚕繭糸、野蚕繭糸や、これらの
繭糸からセリシンを除去した絹フィブロイン繊維を用いた場合であっても、また、精練処
理前の家蚕繭糸、野蚕繭糸等を用いた場合であっても同様の食害抑制効果が得られる。
【００８６】
本発明の食害抑制機能を持つ素材は、食害抑制機能の効果の耐久性に優れたものであるの
で、例えば、肌着、シャツ、ブラウス、パジャマ等の衣料品、寝装具、タオル、ハンカチ
、包帯等の各種食害抑制機能を持つ製品として、或いはマット、シート、綿体、粉砕体等
の食害抑制機能性製品の素材として好適なものである。
また、本発明の食害抑制機能を持つ素材は、衣料分野はもとより、農業、園芸分野におい
ても利用できる。
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