合成ゴム材の劣化について
About deterioration of synthetic rubber materials.
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は じめに
建 物のラ イフ ライン を支 えてい る配 管系で は、代表的 な有 機材料 の一 つであ る合 成ゴム を部材に
採 用して いる 資機材 を多 用して いる 。合成 ゴム を採用 する ことの メリ ットと して は、資 機材の軽量
化 が図ら れる ことが あげ られ、 従来 の鋳物 製バ ルブな どの 金属製 品に 置き換 わっ てきて いる 。
しかし、万能と思われている合成ゴム製品に、各種環境下において劣化が生じている。例えば、
飲 用に供 して いる給 水・給 湯系統で は、合成ゴ ムの劣 化が 進行す ると、黒粉の流 出や接 続箇 所から
の 滴下な どが 生じ、 機能 障害へ 繋が ってし まう 。
こ こでは 、ゴ ム材の 種類 と、各 種合 成ゴム 製品 に生じ てい る劣化 の概 要につ いて 述べる 。
１ ．ゴム 材の 種類に つい て
一 般の市 場に 提供さ れて いる加 硫ゴ ムは、 化学 構造の 観点 より天 然系 と合成 系に 大別さ れる 。
さ ら に 合 成 系 は 、 ジ エ ン 系 と 非 ジ エ ン 系 に 分 け ら れ て い る 。（ 但 し 、 熱 可 塑 性 ゴ ム や 液 状 ゴ ム な ど
は 除く）
1-1.天然 系
・ 天然ゴ ム（ NR： natural rubber）
本 質的に 耐摩 耗性 ，弾性 に優れ た性 能を発 揮し 、タ イヤな どを含 めて 用途は かな り広いも
の といえ る。 ただし 、不 純物の 混入 や物性 のバ ラツキ が大 きい。
1-2.合成 系
１ ）ジエ ン系 （diene system synthetic rubber）
不 飽和ゴ ムで 、ポ リマー の主鎖 に二 重結合 を含 んだ構 造を 示し 、硫黄 で容易 に加 硫が行え
る 。ただ し、 耐候性 ，耐 オゾン 性， 耐熱老 化性 は他の 合成 ゴムよ りも 劣って いる 。
２ ）非ジ エン 系（ non-diene system synthetic rubber）
主 鎖に二 重結 合を含 まな いか、含ん でいて も僅 かな合 成ゴ ムをい い、耐 候性，耐オ ゾン性，
耐 熱老化 性が 優れて いる 。
表 -1 に代表的 な合成 系ゴ ムの名 称を 示す。
表 -1
区

分

ジエン系

非ジエン系

合 成系 ゴムの 名称
名

称

ブ タ ジ エ ン ゴ ム ： BR（ Polybutadiene Rubber），
ス チ レ ン ・ ブ タ ジ エ ン ゴ ム ： SBR（ Styrene-Butadiene Rubber），
ニ ト リ ル ゴ ム ： NBR（ Acrylonitrile-Butadiene Rubber），
水 素 化 ニ ト リ ル ゴ ム ： HNBR（ Hydrogenated Acrylonitrile-Butadiene Rubber），
ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム ： CR（ Chloroprene Rubber），
イ ソ プ レ ン ゴ ム ： IR（ Isoprene Rubber）
エ チ レ ン プ ロ ピ レ ン ゴ ム ： EPM,EPDM（ Ethylene Propylene Rubber），
ブ チ ル ゴ ム ： IIR（ Isobutylene-Isoprene Rubber），
シ リ コ ー ン ゴ ム ： Q（ Silicon Rubber），
ふ っ 素 ゴ ム ： FKM（ Fluorine rubber），
ウ レ タ ン ゴ ム ： U（ Urethane Rubber）

建 築設備 用機 材に使 用さ れてい るの は、特殊な ケース を除 きほと んど がジエ ン系 または 非ジエ
ン 系の合 成ゴ ムを採 用し ている
２ ．合成 ゴム 製品の 劣化 につい て
合 成ゴム 製品 は、高温・高 圧の条件 下で重 合し 成型（プレ ス加硫 など）されてい るため、金 属 材
料 に比べ て安 定性に 劣っ ている 。特 に、ジエン 系の合 成ゴ ムは 、屋外 や水中 で使 用した 場合 に、光，
熱 など使 用環 境の影 響に よって 物理 的・化 学的 劣化が 生じ 、本来 の物 性を徐 々に 失って しま う。
また、成型された合成ゴムに含まれる残留触媒などが引き金となって劣化が生じることもある。
合 成ゴム の弱 点を知 る意 味で、 劣化 の形態 を
１ ）合成 ゴム 表面か らの 添加物 の析 出によ る劣 化
２ ）外的 因子 作用に よる 劣化
に 分けて 内容 を示す 。
2-1.合成 ゴム 表面か らの 添加物 の析 出によ る劣 化
合 成ゴム は劣 化を防 止す るため 、老 化防止 剤な どが添 加さ れてい る。しかし 、合 成ゴム を長期
に 亘って 放置 してい ると 、条件 によ っては 表面 に細か な粉 末が析 出し たり、又、クロロ プレン
ゴ ム（CR）で は結晶 化し たりす るこ とがあ る。こ のような 現象は ブル ームと 呼ば れ、表面に 析
出 してい るの は、合成ゴ ムに含 まれ ている 滑剤，可塑剤 ，老 化防止 剤，加 硫促進剤 などで ある。
ブ ルーム が発 生する と、析 出してい る成分 によ っては、ブ ルーム した 物に触 れる ことに よって
皮 膚障害 を生 じる場 合も ある。
さ らに、ブル ームが 発生 してい る合 成ゴム 製品 に他の プラ スチッ クの 成型品 が接 触すると、接
触 汚染と も呼 ばれて いる 汚れや ソル ベント クラ ックを 発生 させ、時に は加水 分解 を促進させた
り する。
ブ ルーム とは 別に、アウ トガス と呼 ばれて いる 合成ゴ ム製 品から の揮 発成分 が問 題となる場合
が 有る 。例え ば、合成ゴ ムでは 60〜 80℃の 温度 雰囲気 にお いて 、合成 ゴム中 の添 加剤や ポリ マ
ー などが 揮発 する。半導 体など の生 産工場 では、揮発成分 によっ ては 製品の 汚染 要因と なるこ
と があり、設 備機材 や建 築部材 に使 用され る合 成ゴム 製品 は、必ずア ウトガ ス成 分のチ ェック
を 行わな けれ ばなら ない といえ る。
2-2.外部 因子 作用に よる 劣化
機 材の部 品に 採用さ れて いる合 成ゴ ム製品 には 、使用 環境 によっ て外 部から の圧 力や温度など
の 様々な 要因 が作用 して いる。一般 的に合 成ゴ ムは、長期 に亘っ ても 柔軟性 等の 物性特 性を保
持 するも のと 思われ てい るが、外的 因子が 作用 するこ とに よって 合成 ゴム分 子に は何らかの反
応 が僅か なが らも生 じて いる。具体 例とし ては、空気中の 酸素に よる 酸化反 応な どが挙 げら れ、
輪 ゴムを 机の 上など に放 置して いる と、時間経 過と供 に弾 性は失 われ、手にとっ て引っ 張ると
塑 性破壊 のよ うな性 状を 示すこ とが あり、常温 環境に おい ても僅 かず つなが らも 劣化は絶えず
進 行して いる と思っ て間 違いな い。
こ こでは 、劣 化因子 別に 合成ゴ ムに 発生し てい る劣化 現象 につい て示 す。
１ ）熱に よる 劣化（ 熱酸 化劣化 ）
合 成ゴム では、熱が作用 すると ゴム 自体が 熱を 吸収し 分子 運動が 激し くなる。そ の運動 は、
作 用して いる 熱の温 度と 時間経 過と 共に変 化し 、初 期には ミクロ ブラ ウン運 動が 生じ、さ
ら に熱が 加わ るとマ クロ ブラウ ン運 度へと 変化 してい く。ミク ロブラ ウン運 動時 には、合
成 ゴムは 良好 な弾性 を保 持して いる が、マクロ ブラウ ン運 動時へ 移行 すると 供に 、分子全
体 での振 動現 象など に発 展し劣 化発 生の起 点と なる。マク ロブラ ウン 運動時 に酸 素などが
供 給され ると 、急 激な温 度上昇 を伴 う水素 引抜 き反応 と酸 化反応 が生 じ、分子間 運動はま

す ます激 しく なり 、最終 的には ポリ マーの 化学 結合が 分子 運動に 耐え 切れな くな り、分子
鎖 切断な どを 生じる こと となる 。酸 化が介 在し ない環 境下 でも同 様の 劣化は 生じ 、一般的
に は、合 成ゴ ムが軟 らか くなる よう な軟化 劣化 現象と して 確認さ れる 。又、酸化反応によ
っ て架橋 反応 が生じ 、ゴ ム本体 の硬 化から クラ ック発 生、さら に崩壊 へとつ なが るケース
も ある。
合 成ゴム に求 められ る耐 熱性は、使 用され る機 材が多 様化 すると 共に より厳 しく 求められ
て おり 、耐熱 性が基 本的 に分子 構造 に左右 され ること を理 解のう え、用途 に適し た合成ゴ
ム の選択 が重 要とな る。なお、耐熱 性を評 価す る際に は、連続使 用を 条件と した使用温度
な どを確 認し なけれ ばな らない 。
２ ）光に よる 劣化（ 光酸 化劣化 ）
合 成ゴム 製品 では、 種類 によっ ては 屋外で 使用 すると 太陽 光によ る劣 化が生 じる 。
太 陽光に よる 劣化は 合成 ゴム表 面で の反応 によ る劣化 であ り、特定の 波長成 分が ポリマー
内 に吸収 され て活性 化す ること によ って生 じる 。
一 般的に は、波長 が短く なると 解離 エネル ギー（結 合して いる分 子を 切断さ せる ためのエ
ネ ルギー ）は 強くな り、 合成ゴ ムの 劣化を 加速 させる こと となる 。
光の波長とアインシュタインエネルギーならびにポリマー別の結合解離エネルギーに関
す る比較 結果 を表 -2，-3 に示す 。
表 -2

光 の波 長とエ ネル ギー

紫外線
種

類
波長
(nm)

遠赤外

近赤外

200

300

紫
（黄
400

青
橙

緑
赤

500

可視線
黄
紫

赤
青緑

とび色
緑）

600

700

800

48

41

35

アインシュタイン
143
95
72
57
エネルギー
（kcal/mol）
注：（）内は透過光
出展：ゴム・プラスチック材料のトラブルと対策,p138の図6-4より

表 -3

橙
青

ポ リマ ー別の 結合 解離エ ネル ギー

ポリマー種類

O-H

C-H

C-C

C-Cl

N-N

O-O

結合解離エネルギー
（kcal/mol）

110.6

98.8

83.1

78.5

38.0

33.2

出典：ゴム・プラスチック材料のトラブルと対策,p138の図6-4より

表 -2，-3 より、波 長が短 いほど アイ ンシュ タイ ンエネ ルギ ーは大 きく ポリマ ー内 部へ浸透
し やすい こと と、ポリマ ーの結 合解 離エネ ルギ ーは 40〜100kcal/mol 付近に ある ことが 判
る。
ポ リマー 同士 の結合 より も吸収 され た光の エネ ルギー が大 きい時 には、ポリマー の結合分
子 鎖は切 断さ れ、ゴ ムの 崩壊や 分解 などの 劣化 へと繋 がる 。
ま た、合 成ゴ ムの光 反応 を開始 する 波長が 300〜 400nm にあ ること より 、紫外 線に曝され
て いる合 成ゴ ムには 、光 劣化の 一種 である 紫外 線劣化 が作 用する 。
光 劣化で の重 要な点 は、劣化は ポリ マーが 吸収 できる 特定 の光成 分（ 波長）よって始まる
点 と、酸 素が 介在す ると 加速さ れる 点が挙 げら れる。
合 成ゴム の種 類では 、非 ジエン 系に 比べて ジエ ン系ゴ ムは 光劣化 が生 じやす いの で、選択
の 際には 注意 が必要 であ る。

３ ）オゾ ンに よる劣 化
ポ リマー の主 鎖に二 重結 合を含 んだ 構造の ジエ ン系ゴ ムで は、大気中 に含ま れる オゾンに
よ って劣 化が 生じる 。
大 気の汚 染に 伴い、地表 面近く の大 気中に 含ま れるオ ゾン は年々 増加 傾向に ある といわれ
て いる。具体 的には 、光 化学ス モッ グに代 表さ れるオ キシ ダント が挙 げられ 、自動車など
か らの排 気に 含まれ る窒 素酸化 物（ NO X ）が短波 長の紫 外線（300nm 以 下）の 作用 を受けて
オ ゾンを 生成 する。
オ ゾンに よる 劣化は 、オ ゾンが 加硫 ゴム中 の分 子鎖の 二重 結合箇 所に 作用し 、分 子鎖を切
断 させ、微小 なクラ ック（オゾ ンク ラック ）を 合成ゴ ム表 面に発 生さ せるよ うな作用とな
る。
ク ラック 発生 の評価 のた めに、合成 ゴム別 に屈 曲亀裂 の発 生しや すさ と成長 しや すさにつ
い て、比 較し た結果 を表 -4 に示す。
表 -4

合 成ゴ ム別で の屈 曲亀裂 に関 する発 生・ 成長し やす さの比 較
容易に発生する

NR＞NBR＞SBR＞CR＞IIR

容易に成長する

NBR＞SBR>>NR＞CR>>IIR

出典：ゴム・プラスチック材料のトラブルと対策,p185の表8-1

都 市部で 屋外 に設置 され る設備 機材 では、オゾ ンによ る劣 化が作 用す ること が予 想される
た め、耐オゾ ン性に 優れ た合成 ゴム（ 水素化ニ トリル ゴム：HNBR ，ふ っ素ゴ ム：FKM など ）
を 選択す る必 要があ る。
４ ）残留 塩素 による 劣化
殺 菌剤と して 水中に 含ま れる残 留塩 素によ って も、合 成ゴ ムには 劣化 が生じ る。
劣 化の形 態は 、残留 塩素 の濃度 や温 度等に よっ て異な って おり、一般 には、高濃度雰囲気
で は硬化 劣化 に伴う クラ ックの 発生 や、低濃度 雰囲気 では 軟化劣 化に 伴う黒 粉現 象を示す。
図 -1， -2 に残 留塩素 によ る劣化 事例 を示す 。

(a)バ タ フ ラ イ バ ル ブ

(b)フ ラ ン ジ パ ッ キ ン

（給湯系：使用開始後 2 年経過）

（給水系：使用開始後 3 年経過，
上部は未使用品）

図 -1

バ タフ ライバ ルブ ，フラ ンジ パッキ ンの 劣化事 例

(a)継 手 止 水 用 ゴ ム ［ SEM に よ る 観 察 結
（ 給 湯 系 ： 使 用 開 始 後 0.5 年 経 過 ，

(b)球 形 ゴ ム フ レ キ
（給湯系：使用開始後 4 年経過）

上部は未使用品）

図 -2

止 水用 ゴム， 球形 ゴムフ レキ の劣化 事例

ど ちらの 劣化 にも共 通も してい る作 用とし ては、合成ゴム 中に含 まれ ている カー ボンブラ
ッ クに塩 素成 分が吸 着さ れるこ とと、温度が上 昇する と急 激に劣 化が 加速さ れる 点が挙げ
ら れる。
給 水・給 湯設 備では 、水 質対応 やレ ジオネ ラ症 対策の ため に、今 後は 水中の 残留塩素濃度
が 高くな るこ とが予 想さ れる 。これ より 、特に 地下水 を飲 用に利 用し ている 給水 設備や温
度 が高く 塩素 を投入 する 可能性 のあ る給湯 設備 ，浴 場設備 などで は、機材 に必要 とする機
械 的性能 を満 足させ た上 で、耐塩素 性を向 上さ せた合 成ゴ ムや他 分野 の材料 を採 用した機
材 の選択 を検 討する 必要 がある 。
５ ）金属 イオ ンによ る劣 化（銅 害）
合 成ゴム は、機材に 組込 まれる 際に 本体の 金属 などと 接触 してい る。さらに 、設備に設置
さ れた場 合に 、水 に接触 する箇 所で は、金属機 材（ 特に銅 ）よ り一部 が水に 溶出 しイオン
化 した金 属に 、常時 曝さ れるこ とと なる。
こ のよう に合 成ゴム と金 属が接 触す る箇所 で、 ゴムが 激し く劣化 する ことが ある 。
こ の現象 を金 属イオ ン（ 金属化 合物 ）によ る劣 化とい われ ており 、合 成ゴム が金属によっ
て 侵され るの は、金属イ オンが レド ックス 反応 により ポリ マーの 自動 酸化反 応を 促進させ
る 触媒的 な作 用によ るも のであ り、 ポリマ ー類 が劣化 させ られる 。
問 題とな るの は金属 イオ ンとし ては 、建 築設備 におい ては 銅（Cu）と鉄（ Fe）が挙げ られ、
特 に銅に 関し ては前 述し ている よう に銅害 とも 呼ばれ 、イ オン化 した 状態で なく とも、合
成 ゴムと 銅が 接触す るの みで劣 化が 進行す る。
銅 イオン は、空調・衛 生設 備に係 らず 、各 所の機 材から 溶出 するこ とが 予想さ れる 。特に、
熱 交換用 の銅 コイル や給 湯用の 銅管 などで は、接 液部表面 に耐食 性の 銅合金 皮膜 が形成さ
れ るまで の間 は、水 中に 高濃度 の銅 イオン を供 給する こと となる 。
こ れより 、銅 製品を 採用 した機 材を 多く設 置す るよう な設 備では 、採 用する 合成 ゴムは銅
害 防止剤 が添 加され てい るもの を選 択する 必要 がある 。
図 -3 に銅害に よるダ メー ジを受 けた ＥＰＤ Ｍパ ッキン の表 面写真 を示 す。

図 -3
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６ ）溶剤 膨潤 による 劣化
合成 ゴムに 溶剤 が作用 する と、膨潤現 象が発 生す る。これは、合成ゴム 中に溶 剤が 浸入し 、
ク ラック を発 生させ る現 象で、ゴム 分子相 互は 引き離 され ようと する。また、老 化防止 剤
等 の重要 物質 が溶出 して しまう 。
合 成ゴム では 、膨 潤率が プラス チッ クなど に比 べて高 いこ とから 、成 型品の 表面 にキズな
どがあると、膨潤とともにキズは広がり始め、最終的には母材ゴムの崩壊へと進行する。
当 然なが ら、 合成ゴ ムの 種類に よっ て膨潤 によ る亀裂 発生 の速度 は異 なって いる 。
亀 裂以外 の障 害とし ては 、前 述した ように 膨潤 現象が 進行 すると 、合 成ゴム 中に 含まれて
い る低分 子物 質（ 酸化防 止剤 ，オイ ルなど ）が 溶出す るこ ととな り、急激 に劣化 が進行す
る。
耐 溶剤性 では、水素化ニ トリル ゴム：HNBR ，ふ っ素ゴ ム：FKM な どが 性能と して 優れて い
る。
お わりに
従 来、合成ゴ ムの弱 点と して、温度 や紫外 線な どが取 上げ られ、ゴム メーカ など で対策 が施 され
て きた。近年 では、水道 水中の 残留 塩素や 水中 に溶解 して いる金 属イ オンな どに よる劣 化が認めら
れ ること なり 、劣化 形態 も多様 化し ている 。
配 管設備 で使 用され る合 成ゴム 製品 は、止 水性 能を絶 対条 件とし てい ること から 、合成 ゴム製品
の 性能向 上は 、設備 全体 の長寿 命化 につな がる ものと いえ る。
合 成ゴム の、軽量で 柔軟 性を有 して いるな どの 性能を 十分 に発揮 させ たうえ で、適正な 材質の選
択 と取替 えの 必要性 など を検討 する 必要が ある 。
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