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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中間面と外面を有し、多孔質膜、多孔質不織布ウェブ、又は多孔質繊維を含む多孔質ベ
ース基材と、
　前記多孔質ベース基材の表面から延びているグラフト化種を備え、
　前記グラフト化種が
　ポリアルキレングリコールジ（メタ）アクリレートと前記多孔質ベース基材の表面との
反応生成物を含む第１のグラフト化種、及びエポキシ基もしくは開環エポキシ連結基、イ
ソシアナト基、ウレタン連結基、尿素連結基、又はアズラクトン基を含む第２のグラフト
化種を含み、前記第２のグラフト化種が求核基を含む求核性化合物の反応生成物をさらに
含む物品。
【請求項２】
　前記求核性化合物が少なくとも２個の求核基を有しており、前記求核性化合物が複数の
グラフト化種と反応して前記グラフト化種を架橋する、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　前記多孔質ベース基材が、微小孔性、熱誘起相分離膜を含む、請求項１に記載の物品。
【請求項４】
　前記多孔質ベース基材が、多孔質膜又は多孔質不織布ウェブを含む、請求項１に記載の
物品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本特許出願は、「官能化基材を作製する方法（METHODS OF MAKING FUNCTIONALIZED SUB
STRATES）」という表題の米国特許仮出願番号第６０／７５５２４４号（２００５年１２
月３０日出願）、及び「官能化基材（FUNCTIONALIZED SUBSTRATES）」（２００５年１２
月３０日出願）という表題の米国特許仮出願番号第６０／７５５２６７号の優先権の利益
を主張し、両特許の要旨をともにその全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示は、官能化基材に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　当該技術分野では、官能性の高いポリマー基材に対する必要性がある。さらに、当該技
術分野では、官能性の高いポリマー基材を作製する方法に対する必要性がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、官能化基材、及び、官能化基材を作製する方法に関するものである。より具
体的には、官能化基材には、１つ以上の化合物又はその混合物に、異なる官能性及び／又
は反応性、異なる親和性を提供する（すなわち向上又は低下させる）ように改質されてい
る多孔質ベース基材が含まれる。
【０００５】
　中間面と外面を有する多孔質ベース基材と、多孔質ベース基材の中間面と外面から伸延
するグラフト化種が含まれる官能化基材を備える物品を提供する。グラフト化種の少なく
とも１つには、（ｉ）エチレン系不飽和基、（ｉｉ）エポキシ基又は開環エポキシ連結基
、（ｉｉｉ）アズラクトン基又は開環アズラクトン連結基、（ｉｖ）イソシアネート基、
ウレタン連結基、又は尿素連結基、（ｖ）イオン基、（ｖｉ）アルキレンオキシド基、又
は（ｉ）～（ｖｉ）のいずれかの組み合わせが含まれる。官能化基材は、最終生成物又は
中間生成物として使用してよく、生成物内では、追加の反応物質が、エチレン系不飽和基
、エポキシ基、アズラクトン基、イソシアネート基、イオン基、又はこれらの混合物と反
応することによって、官能化基材に結合している。
【０００６】
　本発明の上述及びその他の特徴及び利点は、以下に開示される実施態様の詳細な説明及
び添付の請求項を検討すれば明らかになるであろう。
【０００７】
　添付の図面を参照しながら本発明をさらに説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明は、本明細書に、特定の実施形態に関して記載されているが、本発明の精神から
逸脱することなく、さまざまな変更、再構成、及び置換を行えることは、当該技術分野の
当業者には極めて明らかであろう。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲
によってのみ限定されるべきである。
【０００９】
　官能化基材と、官能化基材を作製する方法を記載する。種々の官能基又は官能種を多孔
質ベース基材表面にグラフトする。これらのグラフト化官能基又は種は、多孔質ベース基
材の表面特性又は反応性を変えることが多い。
【００１０】
　Ｉ．官能化基材
　表面改質前の多孔質ベース基材と比較すると、官能化基材は典型的に、１つ以上の化合
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物又はその混合物に対して、異なる官能性及び／又は反応性、異なる親和性（すなわち向
上又は低下している）を有する。官能化基材の成分及び官能化基材の物理特性を説明する
。
【００１１】
　Ａ．官能化基材の構成要素
　官能化基材には多くの構成要素が含まれており、この構成要素としては、（ａ）中間面
と外面を有する多孔質ベース基材と、（ｂ）多孔質ベース基材の表面から延びているグラ
フト化種が挙げられるが、これらに限定されない。本発明の官能化基材を形成させるため
の代表的な構成要素を以下に記載する。
【００１２】
　１．多孔質ベース基材
　官能化基材には多孔質ベース基材が含まれる。適切な多孔質ベース基材としては、多孔
質膜、多孔質不織布ウェブ及び多孔質繊維が挙げられるが、これらに限定されない。多孔
質ベース基材は、いずれかの適切なポリマー物質から形成させてよい。適切なポリマー物
質としては、ポリオレフィン、ポリ（イソプレン）、ポリ（ブタジエン）、フッ素化ポリ
マー、塩素化ポリマー、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテル、ポリ（
エーテルスルホン）、ポリ（スルホン）、ポリフェニレンオキサイド、ポリ（ビニルアセ
テート）、ビニルアセテートのコポリマー、ポリ（ホスファゼン）、ポリ（ビニルエステ
ル）、ポリ（ビニルエーテル）、ポリ（ビニルアルコール）、及びポリ（カーボネート）
が挙げられるが、これらに限定されない。適切なポリオレフィンとしては、ポリ（エチレ
ン）、ポリ（プロピレン）、ポリ（１－ブテン）、エチレンとプロピレンのコポリマー、
αオレフィンコポリマー（例えば、１－ブテン、１－ヘキセン、１－オクテン、及び１－
デセンのコポリマー）、ポリ（エチレン－コ－１－ブテン）、及びポリ（エチレン－コ－
１－ブテン－コ－１－ヘキセン）が挙げられるが、これらに限定されない。適切なフッ素
化ポリマーとしては、ポリ（フッ化ビニル）、ポリ（フッ化ビニリデン）、フッ化ビニリ
デンのコポリマー（例えば、ポリ（フッ化ビニリデン－コ－ヘキサフルオロプロピレン）
、及びクロロトリフルオロエチレンのコポリマー（例えば、ポリ（エチレン－コ－クロロ
トリフルオロエチレン）が挙げられるが、これらに限定されない。適切なポリアミドとし
ては、ポリ（イミノ（１－オキソヘキサメチレン））、ポリ（イミノアジポイルイミノヘ
キサメチレン）、ポリ（イミノアジポイルイミノデカメチレン）、及びポリカプロラクタ
ムが挙げられるが、これらに限定されない。適切なポリイミドとしては、ポリ（ピロメリ
ットイミド）が挙げられるが、これに限定されない。適切なポリ（エーテルスルホン）と
しては、ポリ（ジフェニルエーテルスルホン）及びポリ（ジフェニルスルホン－コ－ジフ
ェニレンオキシドスルホン）が挙げられるが、これらに限定されない。適切なビニルアセ
テートのコポリマーとしては、ポリ（エチレン－コ－ビニルアセテート）、及びアセテー
ト基の少なくとも一部が加水分解されていて、種々のポリ（ビニルアルコール）を与える
コポリマーが挙げられるが、これらに限定されない。
【００１３】
　ある１つの代表的な実施形態では、多孔質ベース基材には、平均孔径が典型的に約１．
０ミクロン未満である微小多孔性ベース基材が含まれる。適切な微小多孔性ベース基材と
しては、微小多孔性膜、微小多孔性不織布ウェブ、及び微小多孔性繊維が挙げられるが、
これらに限定されない。微小多孔性ベース基材は疎水性である場合が多く、上述のポリマ
ー物質の１つ以上が含まれる。
【００１４】
　一部の実施形態では、多孔質ベース基材は、熱誘起相分離（ＴＩＰＳ）膜のような疎水
性微小孔膜である。ＴＩＰＳ膜は、熱可塑性物質とその熱可塑性物質の融点を超える第２
の物質との溶液を形成させることによって、作製させる場合が多い。第２の物質は、熱可
塑性材料の融点より高い温度において液体である。冷却すると、熱可塑性物質は結晶化し
、第２の物質から相分離する。結晶化した熱可塑性物質は、伸張されている場合が多い。
第２の物質は、所望に応じて、伸張前又は伸張後に取り除く。微小多孔性膜は、米国特許
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第４，５３９，２５６号、同４，７２６，９８９号、同４，８６７，８８１号、同５，１
２０，５９４号、同５，２６０，３６０号、同５，９６２，５４４号、及び同５，９６２
，５４４号にさらに開示されており、これらは全て３Ｍ社（3M Company）（ミネソタ州セ
ントポール）（St. Paul, MN）に譲渡されている。いくつかの代表的なＴＩＰＳ膜には、
ポリ（フッ化ビニリデン）（すなわちＰＶＤＦ）、ポリオレフィン（ポリ（エチレン）又
はポリ（プロピレン）など）、ビニル含有ポリマー又はコポリマー（エチレン－ビニルア
ルコールコポリマー、及びブタジエン含有ポリマー又はコポリマー、並びにアクリレート
含有ポリマー又はコポリマーがなど）が含まれる。一部の用途では、ＰＶＤＦが含まれる
ＴＩＰＳ膜が特に望ましい。ＰＶＤＦが含まれるＴＩＰＳ膜は、米国特許公開番号第２０
０５／００５８８２１号（３Ｍ社（3M Company）（ミネソタ州セントポール（St. Paul, 
MN））に譲渡）にさらに記載されている。
【００１５】
　他の実施形態では、多孔質ベース基材は不織布ウェブである。例えば、不織布ウェブは
、米国特許第５，９６２，５４４号に記載されているように、エチレン－ビニルアルコー
ルコポリマーから調製することができる。
【００１６】
　疎水性及び疎水性微小多孔性膜はいずれも、例えばミリポア社（Millipore Corp.）（
マサチューセッツ州ビルリカ）（Billerica, MA）から「デュラポア（DURAPORE）」及び
「ミリポアエクスプレス膜（MILLIPORE EXPRESS MEMBRANE）」という商品名で、又はポー
ル社（Pall Corp.）（ニューヨーク州イーストヒルズ（East Hills, NY））から「ニラフ
ロ（NYLAFLO）」及び「スポール（SUPOR）」という商品名で市販されている。
【００１７】
　２．グラフト化種
　官能化基材は、多孔質ベース基材の表面につながっているグラフト化種を有する。多孔
質ベース基材の表面に物質をグラフトすると、多孔質ベース基材の表面特性又は反応性の
変化をもたらす場合が多い。多孔質ベース基材の表面にグラフトされた物質は、典型的に
はモノマー（すなわちグラフトモノマー）である。グラフトモノマーには通常、（ａ）フ
リーラジカル重合可能基と、（ｂ）その上に少なくとも１つのさらなる官能基の両方を有
する。フリーラジカル重合可能基は典型的に、（メタ）アクリロイル基（（meth）acrylo
ly group）又はビニル基のようなエチレン系不飽和基である。フリーラジカル重合可能基
は典型的に、電子ビームを照射すると、多孔質ベース基材の表面と反応することができる
。すなわち、電子ビーム存在下でのグラフトモノマーのフリーラジカル重合可能基と多孔
質ベース基材の表面の反応が、多孔質ベース基材につながっているグラフト化種が形成を
もたらす。１つ以上のグラフトモノマーを多孔質ベース基材の中間面と外面にグラフトし
て、得られた官能化基材の表面特性を調整してよい。
【００１８】
　フリーラジカル重合可能基が備わっていることに加えて、適切なグラフトモノマーは、
典型的に、第２のエチレン系不飽和基、エポキシ基、アズラクトン基、イソシアネート基
、イオン基、アルキレンオキシド基、又はこれらの組み合わせから選択した追加の官能基
を有する。この追加の官能基は、さらなる反応性又は親和性の部位を提供することができ
る。すなわち、一部の実施形態では、フリーラジカル重合可能基が関与する反応によって
、グラフトモノマーが多孔質ベース基材につながり、得られたグラフト化種の追加の官能
基が、さらに反応することができる。例えば、追加の官能基が反応して、多孔質ベース基
材と他の物質（例えば、他のモノマー又は少なくとも１つの求核基を有する求核性化合物
）の間に連結基を形成することができる。他の実施例では、追加の官能基は、官能化基材
に望ましい表面特性（例えば、特定の種類の化合物に対する親和性）を付与することがで
きる。グラフト化種にイオン基が含まれる場合、官能化基材には、対立する電荷を有する
化合物に対する親和性を有する場合が多い。すなわち、負に帯電した基を有する化合物は
、カチオン基を有するグラフト化種を有する官能化基材につなぐことができ、正に帯電し
た基を有する化合物は、アニオン基を有するグラフト化種を有する官能化基材につなぐこ
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とができる。さらに、グラフト化種は、そのグラフト化種で表面改質する前に、疎水性表
面を有している多孔質ベース基材が含まれる官能化基材に親水性表面を付与することがで
きる。すなわち、アルキレンオキシド基が含まれるグラフト化種は、得られた官能化基材
に親水性特性を付与することができる。
【００１９】
　一部のグラフトモノマーは、（ａ）第１のエチレン系不飽和基であるフリーラジカル重
合可能基と、（ｂ）第２のエチレン系不飽和基である追加の官能基を有する。２つのエチ
レン系不飽和基を有する適切なグラフトモノマーとしては、ポリアルキレングリコールジ
（メタ）アクリレートが挙げられるが、これに限定されない。ポリアルキレングリコール
ジ（メタ）アクリレートという用語は、ポリアルキレンオキシドジ（メタ）アクリレート
という用語とほとんど同じ意味で用いられる。（メタ）アクリレートにおいて見られるよ
うな「（メタ）アクリル」という用語は、アクリレートにおいて見られるようなアクリル
基、及び、メタクリレートにおいて見られるようなメタクリル基の両方を包含する。代表
的なポリアルキレングリコールジ（メタ）アクリレートとしては、ポリエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレートモノマー及びポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレー
トモノマーが挙げられる。平均分子量が約４００ｇ／モルのポリエチレングリコールジア
クリレートモノマーは、例えば、「ＳＲ３４４」という商品名で市販されており、平均分
子量が約４００ｇ／モルのポリエチレングリコールジメタクリレートモノマーは、ペンシ
ルベニア州エクストン（Exton, PA）のサルトマー社（Sartomer Co., Inc.）から「ＳＲ
６０３」という商品名で市販されている。
【００２０】
　ある１つの代表的な実施形態では、グラフト化種は、電子ビームを照射すると、ポリエ
チレングリコールジ（メタ）アクリレートモノマーと多孔質ベース基材の反応の結果生じ
る。ポリアルキレンオキシド基の存在によって、疎水性多孔質ベース基材を親水性官能化
基材に変えるために、これらのグラフトモノマーを用ることができる。ある１つの望まし
い実施形態では、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレートモノマーは、ポリエチ
レングリコールジメタクリレートモノマー（例えば、平均分子量が約４００ｇ／モルのポ
リエチレングリコールジメタクリレート）が単独で、又は他のモノマーとともに含む。得
られた官能化基材は、以下に詳細に記載されているように、１ＮのＮａＯＨに２０時間さ
らした後の瞬時湿潤性などの多くの望ましい特性を有することができる。
【００２１】
　一部のグラフトモノマーは、（ａ）第１のエチレン系不飽和基であるフリーラジカル重
合可能基と、（ｂ）エポキシ基である追加の官能基を有する。この部類内の適切なグラフ
トモノマーとしては、グリシジル（メタ）アクリレートが挙げられるが、これに限定され
ない。この部類のグラフトモノマーは、さらなる反応性のために利用可能な少なくとも１
つのエポキシ基を有する官能化基材を提供することができる。多孔質ベース基材に望まし
い表面特性（例えば異なる反応性を有する特定の化合物又は官能基に対する親和性）を付
与するために、エポキシ基は、別のモノマーなどの他の反応物質と又は求核性化合物と反
応することができる。エポキシ基と求核性化合物が反応は、例えば、エポキシ環が開環、
及び求核性化合物を多孔質ベース基材につなげるように機能する連結基が形成をもたらす
。求核性化合物には典型的に、少なくとも１つの求核基が含む。エポキシ基と反応するた
めの適切な求核基としては、１級アミノ基、２級アミノ基、及びカルボキシ基が挙げられ
るが、これらに限定されない。求核性化合物は、複数のエポキシ基を架橋できる追加の求
核基を含むことができ、又は官能化基材に親水性特性を付与することのできる他の任意の
基を含むことができる。エポキシ基の開環によって形成された連結基は、エポキシを１級
アミノ基と反応させる場合は、－Ｃ（ＯＨ）ＨＣＨ２ＮＨ－基を、又はエポキシをカルボ
キシ基と反応させる場合は、－Ｃ（ＯＨ）ＨＣＨ２Ｏ（ＣＯ）－基を含む場合が多い。
【００２２】
　一部の実施形態では、エポキシ基は、多官能アミン（例えば、２個の１級アミノ基を有
するジアミン又は３個の１級アミノ基を有するトリアミン）と反応することができる。ア
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ミノ基の１つは、エポキシ基との開環反応することができ、求核性化合物と多孔質ベース
基材との間に－Ｃ（ＯＨ）ＨＣＨ２ＮＨ－基が含む連結基の形成をもたらすことができる
。第２のアミノ基、又は第２及び第３のアミノ基は、官能化基材に親水性特性を付与する
ことができ、或いは１つ以上の追加のエポキシ基と反応することによって、２つ以上のグ
ラフト化種を架橋することができる。一部の実施例では、多官能アミンは、ポリアルキレ
ングリコールジアミン又はポリアルキレングリコールトリアミンであり、エポキシ基と反
応が、ポリアルキレングリコール基を有するグラフト化種（すなわちポリアルキレンオキ
シド基）の連結をもたらす。ポリアルキレングリコール基並びにいかなる末端１級アミノ
基も、官能化基材に親水性特性を付与する傾向がある。
【００２３】
　他のグラフトモノマーは、（ａ）エチレン系不飽和基であるフリーラジカル重合可能基
と、（ｂ）アズラクトン基である追加の官能基を有する。適切なグラフトモノマーとして
は、２－ビニル－４，４－ジメチルアズラクトンのようなビニルアズラクトンが挙げられ
るが、これに限定されない。この部類のグラフトモノマーは、さらなる反応性のために利
用可能な少なくとも１個のアズラクトン基を有する官能化基材をも提供することができる
。多孔質ベース基材に望ましい表面特性（例えば異なる反応性を有する特定の化合物又は
官能基に対する親和性）を付与するために、アズラクトン基は、別のモノマーのような他
の反応物質と又は求核性化合物と反応することができる。アズラクトン基と求核性化合物
の反応は、例えば、アズラクトン環が開環し、求核性化合物を多孔質ベース基材につなげ
るように機能する連結基の形成をもたらす。求核性化合物には典型的に、少なくとも１つ
の求核基が含まれる。アズラクトン基と反応する適切な求核基としては、１級アミノ基、
２級アミノ基、及びヒドロキシ基が挙げられるが、これらに限定されない。求核性化合物
は、複数のアズラクトン基を架橋できる追加の求核基を含めることができ、又は官能化基
材に親水性特性を付与することができる他の任意の基を含むことができる。アズラクトン
基の開環によって形成される連結基は、－（ＣＯ）ＮＨＣＲ２（ＣＯ）－基が含まれる場
合が多い（式中、Ｒはメチルのようなアルキルであり、（ＣＯ）はカルボニルを示す）。
【００２４】
　一部の実施形態では、アズラクトン基は、多官能アミン（例えば、２個の１級アミノ基
を有するジアミン又は３個の１級アミノ基を有するトリアミン）と反応することができる
。アミノ基の１個は、アズラクトン基との開環反応することができ、求核性化合物と多孔
質ベース基材の間に－（ＣＯ）ＮＨＣＲ２（ＣＯ）－基を含有する連結基を形成をもたら
すことができる。第２のアミノ基、又は第２及び第３のアミノ基は、官能化基材に親水性
特性を付与することができ、或いは複数のグラフト化種を架橋することができる。一部の
実施例では、多官能アミンは、ポリアルキレングリコールジアミン又はポリアルキレング
リコールトリアミンであり、アズラクトン基との反応が、ポリアルキレングリコール基を
有するグラフト化種（すなわちポリアルキレンオキシド基）をもたらす。ポリアルキレン
グリコール基並びにあらゆる末端１級アミノ基は、官能化基材に親水性特性を付与する傾
向がある。
【００２５】
　さらに他のグラフトモノマーは、（ａ）エチレン系不飽和基であるフリーラジカル重合
可能基と、（ｂ）イソシアネート基である追加の官能基を有する。適切なグラフトモノマ
ーとしては、２－イソシアネートエチルメタクリレート及び２－イソシアネートエチルア
クリレートのようなイソシアネートアルキル（メタ）アクリレートが挙げられるが、これ
らに限定されない。この部類のグラフトモノマーは、反応性のために利用可能な少なくと
も１個のイソシアネート基を有する官能化基材を提供することができる。官能化基材に望
ましい表面特性（例えば異なる反応性を有する特定の化合物又は官能基に対する親和性）
を付与するために、イソシアネート基は、別のモノマーのような他の反応物質と又は求核
性化合物と反応することができる。イソシアネート基と求核性化合物の反応は、求核基が
１級アミノ基又は２級アミノ基の場合には、尿素連結の形成をもたらし、或いは求核基が
ヒドロキシ基の場合には、ウレタン連結の形成もたらすことができる。求核性化合物は、
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複数のイソシアネート基を架橋できる追加の求核基を含むことができ、又は官能化基材に
親水性特性を付与することができる他の任意の基を含むことができる。求核性化合物とイ
ソシアネート基の反応によって形成される連結基は、求核基が１級アミノ基である場合は
、－ＮＨ（ＣＯ）ＮＨ－基を、又は求核基がヒドロキシである場合は、－ＮＨ（ＣＯ）Ｏ
－を含む場合が多い。
【００２６】
　さらに他のグラフトモノマーは、（ａ）エチレン系不飽和基であるフリーラジカル重合
可能基と、（ｂ）イオン基である追加の官能基を有する。イオン基は、正電荷、負電荷、
又はこれらの組み合わせを有することができる。一部の適切なイオン性モノマーの場合、
イオン基は、ｐＨ条件に応じて、中性、又は帯電状態であることができる。この部類のモ
ノマーは典型的に、１つ以上の逆帯電した化合物に対する望ましい表面親和性を付与する
ために、又は１つ以上の同様に帯電した化合物に対する親和性を低下させるために用いる
。
【００２７】
　負電荷を有する一部の代表的なイオン性グラフトモノマーとしては、式ＩＩの（メタ）
アクリルアミドスルホン酸又はその塩が挙げられる。
【００２８】
【化１】

【００２９】
　式Ｉ中、Ｒ１は水素又はメチルであり、Ｙは、直鎖又は分枝アルキレン（例えば、１個
～１０個の炭素原子、１個～６個の炭素原子、又は１個～４個の炭素原子を有するアルキ
レン）である。式Ｉに従った代表的なイオン性モノマーとしては、Ｎ－アクリルアミドメ
タンスルホン酸、２－アクリルアミドエタンスルホン酸、２－アクリルアミド－２－メチ
ル－１－プロパンスルホン酸、及び２－メタクリルアミド－２－メチル－１－プロパンス
ルホン酸が挙げられるが、これらに限定されない。これらの酸性モノマーの塩も用いるこ
とが可能である。塩に対する対イオンは、例えば、アンモニウムイオン、カリウムイオン
、リチウムイオン、又はナトリウムイオンであることができる。
【００３０】
　負電荷を有する他の適切なイオン性グラフトモノマーとしては、ビニルスルホン酸及び
４－スチレンスルホン酸などのスルホン酸、（メタ）アクリルアミドホスホン酸、例えば
、（メタ）アクリルアミドアルキルホスホン酸（例えば、２－アクリルアミドエチルホス
ホン酸及び３－メタクリルアミドプロピルホスホン酸）、アクリル酸及びメタクリル酸、
並びに２－カルボキシエチルアクリレート、２－カルボキシエチルメタクリレート、３－
カルボキシプロピルアクリレート、及び３－カルボキシプロピルメタクリレートなどのカ
ルボキシアルキル（メタ）アクリレートが挙げられる。さらに他の適切な酸性モノマーと
しては、米国特許第４，１５７，４１８号（ヘイルマン（Heilmann））に記載されている
ような（メタ）アクリロイルアミノ酸が挙げられる。代表的な（メタ）アクリロイルアミ
ノ酸としては、Ｎ－アクリロイルグリシン、Ｎ－アクリロイルアスパラギン酸、Ｎ－アク
リロイル－β－アラニン及び２－アクリルアミドグリコール酸が挙げられるが、これらに
限定されない。これらの酸性モノマーのいずれの塩も用いることが可能である。
【００３１】
　正電荷を与えることのできるいくつかの代表的なイオン性グラフトモノマーは、式ＩＩ
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のアミノ（メタ）アクリレート又はアミノ（メタ）アクリルアミド、又はそれらの４級ア
ンモニウム塩である。４級アンモニウム塩の対イオンは、ハロゲン化物、硫酸、リン酸、
硝酸などである場合が多い。
【００３２】
【化２】

【００３３】
　式ＩＩ中、Ｒ１は水素又はメチルであり、Ｌはオキシ又は－ＮＨ－であり、Ｙはアルキ
レン（例えば、１個～１０個の炭素原子、１個～６個の炭素原子、又は１個～４個の炭素
原子を有するアルキレン）である。各Ｒ２は独立して、水素、アルキル、ヒドロキシアル
キル（すなわち、ヒドロキシで置換されているアルキル）、又はアミノアルキル（すなわ
ち、アミノで置換されているアルキル）である。或いは、２個のＲ２基は、これらが結合
する窒素原子と一緒になって、芳香族であって、部分的に不飽和（すなわち、不飽和では
あるが芳香族ではない）である複素環式基を形成でき、この場合、複素環式基は任意に応
じて、芳香族（例えばベンゼン）、部分的に不飽和（例えばシクロヘキセン）、又は飽和
（例えばシクロヘキサン）である第２の環と融合することができる。
【００３４】
　式ＩＩの実施形態の一部では、Ｒ２基は両方とも水素である。他の実施形態では、１個
のＲ２基は水素であり、他方は、１個～１０個、１個～６個又は１個～４個の炭素原子を
有するアルキルである。さらに他の実施形態では、Ｒ２基の少なくとも１個は、アルキル
基の炭素原子のいずれかの上に配置されているヒドロキシ基又はアミノ基とともに１個～
１０個、１個～６個、又は１個～４個の炭素原子を有しているヒドロキシアルキル又はア
ミノアルキルである。さらに他の実施形態では、Ｒ２基は、この基が結合している窒素原
子と結びついて複素環式基を形成する。この複素環式基は、少なくとも１つの窒素原子が
含み、酸素又は硫黄のような他のヘテロ原子を含むことができる。代表的な複素環式基と
しては、イミダゾリルが挙げられるが、これに限定されない。複素環式基は、ベンゼン、
シクロヘキセン、又はシクロヘキサンのような追加の環と融合することができる。追加の
環と融合した代表的な複素環式基としては、ベンゾイミダゾリルが挙げられるが、これに
限定されない。
【００３５】
　代表的なアミノ（メタ）アクリレート（すなわち、式ＩＩのＬがオキシである）として
は、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキル（メタ）アクリレート、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート、Ｎ，Ｎ－
ジエチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルアクリレート、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアミノプロピルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリ
レート、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアミノプロピルメタクリレート、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルア
ミノプロピルアクリレートなどが挙げられる。
【００３６】
　代表的なアミノ（メタ）アクリルアミド（すなわち、式ＩＩのＬが－ＮＨ－である）と
しては、例えば、Ｎ－（３－アミノプロピル）メタクリルアミド、Ｎ－（３－アミノプロ
ピル）アクリルアミド、Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］メタクリルアミド、Ｎ
－（３－イミダゾリルプロピル）メタクリルアミド、Ｎ－（３－イミダゾリルプロピル）
アクリルアミド、Ｎ－（２－イミダゾリルエチル）メタクリルアミド、Ｎ－（１，１－ジ
メチル－３－イミダゾイルプロピル）メタクリルアミド、Ｎ－（１，１－ジメチル－３－
イミダゾイルプロピル）アクリルアミド、Ｎ－（３－ベンゾイミダゾリルプロピル）アク



(9) JP 5290767 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

リルアミド、及びＮ－（３－ベンゾイミダゾリルプロピル）メタクリルアミドが挙げられ
る。
【００３７】
　式ＩＩのイオン性モノマーの代表的な４級塩としては、（メタ）アクリルアミドアルキ
ルトリメチルアンモニウム塩（例えば、３－メタクリルアミドプロピルトリメチルアンモ
ニウムクロライド及び３－アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロライド）
、及び（メタ）アクリルオキシアルキルトリメチルアンモニウム塩（例えば、２－アクリ
ルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、２－メタクリルオキシエチルトリメ
チルアンモニウムクロライド、３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルトリメチ
ルアンモニウムクロライド、３－アクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルトリメチルア
ンモニウムクロライド、及び２－アクリルオキシエチルトリメチルアンモニウムメチルサ
ルフェート）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３８】
　正の電荷を有する基をイオン交換樹脂に提供することができる他のグラフトモノマーと
しては、アルケニルアズラクトンのジアルキルアミノアルキルアミン付加物（例えば、２
－（ジエチルアミノ）エチルアミン、（２－アミノエチル）トリメチルアンモニウムクロ
ライド、及びビニルジメチルアズラクトンの３－（ジメチルアミノ）プロピルアミン付加
物）、及びジアリルアミンモノマー（例えば、ジアリルアンモニウムクロライド及びジア
リルジメチルアンモニウムクロライド）が挙げられる。
【００３９】
　多孔質ベース基材の表面特性を変えるために、以下にさらに詳細に記載されているよう
に、上述のグラフトモノマーの１つ又は上述のグラフトモノマーの２つ又はそれ以上の混
合物を用いて本発明の官能化基材を調製してよい。上述のグラフトモノマーの２つ又はそ
れ以上を用いて多孔質ベース基材の表面特性を変える場合、モノマーは、単一の反応工程
で（すなわち、電子ビーム照射の際に２つ又はそれ以上のグラフトモノマーが全て存在し
ている）、又は順次的な反応工程で（すなわち、電子ビームの第１の照射の際に第１のグ
ラフトモノマーが存在し、電子ビームの第２の照射の際に第２のグラフトモノマーが存在
する）多孔質ベース基材の上にグラフトしてよい。
【００４０】
　３．グラフト化種の上の官能基に結合する反応物質
　上述のように、多孔質ベース基材から延びているグラフト化種に沿った官能基は、１つ
以上の他の反応物質と反応することができる。すなわち、官能化基材の表面をさらに改質
するために、エチレン系不飽和基、エポキシ基、アズラクトン基、又はイソシアネート基
のような官能基が、モノマー又は求核性化合物と反応することができる。グラフト化種と
反応できるいずれのモノマーも使用することができる。求核性化合物は、例えば、官能化
基材の親水性又は疎水性特性を変える基を有することができ、この基が、他の望ましい官
能基をもたらすか、又は官能化基材のイオン性を変える。
【００４１】
　一部の実施形態では、グラフト化種は、表面改質する前に疎水性特性を有する多孔質ベ
ース基材が含まれる官能化基材に親水性特性を付与することができる。官能化基材の親水
性特性は、電子ビームを照射した時の多孔質ベース基材とグラフトモノマーの反応から生
じ、又はグラフト化種と他の反応物質の反応から生じることができる。グラフト化種は親
水基を含む場合が多い。親水性特性を付与することのできる適切な基としては、例えば、
ポリアルキレンオキシド基、（メタ）アクリロイル（（meth）acryloly）基、イオン基、
並びに、ヒドロキシ基、アミノ基、及びカルボキシ基のような求核基が挙げられる。
【００４２】
　Ｂ．官能化基材の特性と構造的特徴
　本発明の官能化基材は、多くの要因に応じてさまざまな表面特性及び構造的特徴を有し
、この要因としては、多孔質ベース基材、多孔質ベース基材を形成する方法、多孔質ベー
ス基材の中間面と外表面にグラフトされた種、官能化基材に施されるいずれかのグラフト
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後処理（例えば加熱工程）、及びいずれかのグラフト後反応（例えば、グラフト化種の追
加の官能基と化合物（例えば、求核性化合物又はイオン基を有する化合物）の反応）が挙
げられるが、これらに限定されない。官能化基材の多くの特性及び特徴を以下に記載する
。
【００４３】
　１．孔径の増大
　本発明の一部の実施形態では、官能化基材の平均最終孔径は、表面改質工程前（例えば
、グラフト化種の接続前、又は、グラフト化種上の官能基とモノマー又は求核性化合物な
どの別の化合物の反応前）の多孔質ベース基材の平均初期孔径よりも大きい。孔径が増大
するある１つの代表的な実施形態では、官能化基材は、（ｉ）中間面と外表面を有する多
孔質ベース基材（例えば、微小多孔性膜のような微小多孔性ベース基材）で、グラフト工
程前の平均初期孔径を有する多孔質ベース基材と、（ｉｉ）中間面と外表面から伸延する
グラフト化種（官能化基材は平均最終孔径を有しており、官能化基材の平均最終孔径は、
多孔質ベース基材の平均初期孔径よりも大きい）を備える。この実施形態では、官能化基
材は、望ましくは微小多孔性膜である多孔質ベース基材を含む。
【００４４】
　孔径が増大すると、官能化基材に、グラフト化種の添加前の多孔質ベース基材とは異な
る有用性を持たせることができる。例えば、官能化基材を流れる流束又は流速が大きくな
る可能性があり、これによって、官能化基材を濾過用途で使用する場合に、比較的低い操
作圧を維持させながら、官能化基材の優れた透過性を実現できる。さらに、多孔質ベース
基材と比較して官能化基材の孔径が増大すると、官能化基材を貫通する孔を開口状態に維
持させながら、官能化基材の中間面と外表面に追加のコーティングを塗布を可能にする。
官能化基材にさらなる官能性を追加するために、このような追加のコーティングを使用し
てよい。
【００４５】
　ある１つの望ましい実施形態では、増大された孔径を有する官能化基材は、ＰＶＤＦの
ようなポリマー物質から形成されているＴＩＰＳ膜のようなＴＩＰＳ微小多孔性膜を備え
る。本発明より前では、既知のＴＩＰＳ膜形成プロセスによって形成した既知のＴＩＰＳ
膜は、平均孔径が約１．０ミクロン未満の膜を生じた。従来技術の方法を用いると、平均
孔径が１．０ミクロン以上の比較的均一な大きさであるＴＩＰＳ膜を調製するのは困難で
ある可能性がある。しかし、本発明は、ＴＩＰＳプロセスを介して形成された膜に、１．
０ミクロン超の平均孔径を持たせることを可能にし、一部の実施形態では、最大で約１．
２ミクロン以上にすることができる。
【００４６】
　ＴＩＰＳプロセスを介して形成された微小多孔性膜の平均初期孔径は、約０．６ミクロ
ン～約０．９ミクロンの範囲である場合が多い。これらの微小多孔性膜の平均初期孔径は
、本発明では、平均最終孔径が約０．７ミクロン～約１．２ミクロンの範囲で増大させて
もよい。言い換えると、平均初期孔径は、約０．１ミクロン（約０．２ミクロン、約０．
３ミクロン、約０．４ミクロン、約０．５ミクロン、又はさらには約０．６ミクロン）ほ
どまで増大させてもよい。平均初期孔径は約１７％ほど増大させてよい。例えば、平均初
期孔径は、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、又は約７０％ほど増大
させてもよい。
【００４７】
　２．水分流動速度の増加
　本発明の官能化基材は、望ましくは０を超える水分流動速度を有する。典型的には、官
能化基材の水分流動速度は、グラフト工程前の多孔質ベース基材の初期水分流動速度より
も大きい。一部の実施形態では、官能化基材の水分流動速度は、グラフト工程前の多孔質
ベース基材の初期水分流動速度よりもかなり大きく、例えば、２倍大きい。
【００４８】
　所定の官能化基材又は多孔質ベース基材の水分流動速度測定の１つの方法は、一定温度
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及び一定圧力において、ある量の水が官能化基材又は多孔質ベース基材を貫流するのに必
要な時間を測定することである。一定温度及び一定圧力において、ある量の水が所定の官
能化基材の中を貫流するのに必要な時間が、表面改質前の対応する多孔質ベース基材と比
べて減少することは、官能化基材の水分流動速度が増加していることを示す。
【００４９】
　一部の実施形態では、本発明の官能化基材は、グラフト工程前の多孔質ベース基材の水
分流動速度と比べて、水分流動速度が約２５％～約１００％増加することがでる。（例え
ば、以下の比較例６及び実施例３０～３１を参照。）
　３．湿潤性
　本発明の官能化基材は、さまざまな溶液又は溶媒にさらした場合、さまざまな程度の湿
潤性を示すことができる。湿潤性は、官能化基材の親水性特性又は疎水性特性と相関関係
にある可能性のある場合が多い。以下の表１は、いくつかの官能化基材及び多孔質ベース
基材をＮａＯＨ溶液（すなわち、０．２５Ｎ及び１ＮのＮａＯＨ溶液）に２０時間さらす
ことによる影響に関するデータを提供する。本明細書で使用する時、「瞬時湿潤」又は「
瞬時湿潤性」という用語は、水が基材表面に接触するとすぐに（典型的には１秒未満以内
で）、水滴の特定の基材への浸透を指す。例えば、表面湿潤エネルギーが約７２ダイン以
上だと、通常、瞬時湿潤したことになる。本明細書で使用する時、「瞬時湿潤しない」と
いう用語は、水滴が特定の基材に浸透するが、水滴が基材の表面に接触してすぐには湿潤
しないことを指す。本明細書で使用する時、「湿潤しない」という用語は、水滴が特定の
基材に浸透しないことを指す。例えば、表面湿潤エネルギーが約６０ダイン以下だと、通
常、湿潤しないことになる。
【００５０】



(12) JP 5290767 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

【表１】

【００５１】
　表１は、多孔質ベース基材としてＰＶＤＦ膜を用いて調製された官能化基材のデータを
示す。これらの多孔質ベース基材は、ＴＩＰＳ膜（実施例の節のＴＩＰＳ「Ａ」フィルム
の記載を参照）、又はミリポア社（Millipore Corporation）（マサチューセッツ州ビル
リカ）からデュラポアという商品名で市販されている膜（購入時は疎水性）のいずれかで
あった。ポリエチレングリコール（４００）ジメタクリレートモノマー（２０重量％メタ
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ノール溶液、サルトマー社（Sartomer Company, Inc.）（ペンシルベニア州エクストン）
から市販されているサルトマーＳＲ－６０３（Sartomer SR-603））に線量４０ｋＧｙの
電子ビームを照射し、多孔質ベース基材にグラフトした。得られた官能化基材は、０．２
５ＮのＮａＯＨ溶液に２０時間さらすか、又は１ＮのＮａＯＨ溶液に２０時間さらした場
合、瞬時湿潤性を保持する。
【００５２】
　比較のために、購入時には疎水性で、表面改質されていない別のデュラポア膜（これは
親水性多孔質基材に対応する）は、０．２５ＮのＮａＯＨ溶液に２０時間さらした場合に
は瞬時湿潤性を有していたが、１ＮのＮａＯＨ溶液に２０時間さらした場合には瞬時では
ない湿潤性を有していた。さらに、比較のために、ポリエチレングリコール（４００）ジ
アクリレートモノマー（１０重量％メタノール溶液、サルトマー社（Sartomer Company, 
Inc.）（ペンシルベニア州エクストン）から市販されているサルトマーＳＲ－３４４（Sa
rtomer SR-344））、及び微小多孔性ＰＶＤＦ　ＴＩＰＳ膜に線量４０ｋＧｙｂの電子ビ
ームを照射することによって、官能化基材を調製した。得られた官能化基材は、０．２５
ＮのＮａＯＨ溶液に２０時間さらした場合には瞬時湿潤性を有していたが、１ＮのＮａＯ
Ｈ溶液に２０時間さらした場合にはいずれの湿潤性も示さなかった。
【００５３】
　４．耐熱性
　官能化基材は、熱に複数回さらすことに対する耐性も示す。例えば、以下の表２には、
ＴＩＰＳ膜及びポリエチレングリコール（４００）ジメタクリレートモノマー（２０重量
％メタノール溶液）に線量４０ｋＧｙの電子ビームを照射することによって調製した代表
的な官能化基材に対して、温度１２１℃までオーブンで１時間の熱に複数回さらすことに
よる単純な耐久性試験の影響に関するデータを提供する。
【００５４】
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【表２】

【００５５】
　水分流動時間は、１００ｍＬの水が４７ｍｍのゲルマンサイエンス（Gelman Sciences
）（現在はポールコーポレーション（Pall Corporation）（ミシガン州アナーバー）とし
て知られている）製４２３８ディスクホルダーを７１１ｈＰａ（５３３ｍｍＨｇ）（２１
インチＨｇ）で通るのに必要な時間と等しい。表２に示されているように、官能化基材は
、複数回の熱サイクルと０．２５ＮのＮａＯＨ溶液に１６時間さらした後、初期の流動時
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間と実質的に同じか、又はそれより短い水分流動時間を保持していた。比較において、改
質していない疎水性微小多孔性ＰＶＤＦデュラポア（登録商標）膜を同じ一連の工程にさ
らした後は、水分流動時間の実質的増加（すなわち、基材を通る水分流動速度の実質的減
少）を示した。
【００５６】
　ＩＩ．官能化基材の作製方法
　上述の官能化基材は、プロセス工程の組み合わせを用いて調製してよい。この方法は、
中間面と外表面を有する多孔質ベース基材をもたらす工程と、（ａ）フリーラジカル重合
可能基と（ｂ）エチレン系不飽和基、エポキシ基、アズラクトン基、イオン基、アルキレ
ンオキシド基、又はこれらの組み合わせが含まれる追加の官能基を有する少なくとも１つ
のグラフトモノマーが含まれる第１の溶液を多孔質ベース基材に吸収させ、吸収した多孔
質ベース基材を作成する工程と、吸収した多孔質ベース基材に線量を制御した電子ビーム
を照射して多孔質ベース基材の表面に接続しているグラフト化種を備えている第１の官能
化基材を作成する工程が含まれており、グラフト化種の少なくとも１つには、追加の官能
基が含まれる。この実施形態で用いる多孔質ベース基材のうちの一部は、疎水性、微小多
孔性、又はこれらの組み合わせにすることができる。
【００５７】
　ある１つの実施形態では、この方法には、中間面と外表面を有する多孔質ベース基材を
もたらす工程と、（ａ）フリーラジカル重合可能基と（ｂ）エチレン系不飽和基、エポキ
シ基、アズラクトン基、イオン基、アルキレンオキシド基、又はこれらの組み合わせが含
まれる追加の官能基を有する少なくとも１つのグラフトモノマーが含まれる第１の溶液を
多孔質ベース基材に吸収させ、吸収した多孔質ベース基材を作成する工程と、吸収したベ
ース基材を、取り外し可能なキャリア層と取り外し可能なカバー層の間に配置し、多層構
造を作成する工程と、多層構造に線量を制御した電子ビームを照射して、取り外し可能な
キャリア層と取り外し可能なカバー層の間に配置されている官能化基材を形成させるよう
にする工程と（官能化基材には、多孔質ベース基材の表面に接合されているグラフト化種
が含まれており、このグラフト化種の少なくとも１つには追加の官能基が含まれている）
、多層構造からキャリア層及びカバー層を取り外す工程が含まる。この実施形態で用いる
多孔質ベース基材のうちの一部は、疎水性、微小多孔性、又は、これらの組み合わせにす
ることができる。
【００５８】
　官能化基材を作製する１つの代表的な方法を図１に示す。図１に示されているように、
代表的方法１０は、吸収工程１００、サンドイッチ工程２００、照射工程３００、剥離工
程４００、洗浄／すすぎ工程５００、乾燥工程６００、及び取り出し工程７００を含む。
これらの代表的な工程をそれぞれ以下にさらに詳細に記載する。
【００５９】
　Ａ．代表的なプロセス工程
　本発明の官能化基材を作製する方法は、以下の工程のうちの１つ以上を含んでよい。
【００６０】
　１．吸収工程
　図１に示されているように、ベースである多孔質ベース基材１２が備えるロール１１は
、ベースである多孔質ベース基材１２が吸収工程１００に入るように巻き出してよい。吸
収工程１００では、ベースである多孔質ベース基材１２をアプリケータ１４に接触させる
か、又はアプリケータ１４に近づける、すなわちアプリケータ１４は、１つ以上のグラフ
トモノマーを含有する溶液１３の容器に接続している。ローラー１５及び１６によって、
ベースである多孔質ベース基材１２がアプリケータ１４を通るように導き、ベースである
多孔質ベース基材１２が望ましい時間だけ溶液１３にさらされるようにする。典型的には
、ベースである多孔質ベース基材１２が溶液１３にさらされる時間は、最大で約１．０分
、より典型的には約１５秒未満である。ベースである多孔質ベース基材１２は通常、１分
未満で吸収工程１００を通って照射工程３００まで進む。吸収工程の一部では、多孔質ベ
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ース基材１２を溶液１３で飽和する。
【００６１】
　上述のように、溶液１３は、ベースである多孔質ベース基材１２の中間面と外表面にグ
ラフトするのに適している１つ以上のグラフトモノマーを含んでよい。上述のいずれかの
代表的なグラフトモノマーを溶液１３に含むことができる。グラフトモノマーに加え、溶
液１３には、例えば溶媒のような他の物質を含有することができる。溶液１３中の各グラ
フトモノマーの濃度は、多くの要因（溶液１３中のグラフトモノマー又はモノマー、望ま
しいグラフト度、グラフトモノマーの反応性及び使用溶媒が挙げられるが、これらに限定
されない）に応じて変化してよい。典型的には、溶液１３中の各グラフトモノマーの濃度
は、溶液１３の総重量に対して約１重量％～約１００重量％、望ましくは約５重量％～約
３０重量％、及びより望ましくは約１０重量％～約２０重量％の範囲である。
【００６２】
　ベースである多孔質ベース基材１２が溶液１３を望ましい時間だけ吸収したら、ベース
である多孔質ベース基材１２は、ガイドローラー１７を介してサンドイッチ工程２００に
向かう。所望に応じて、吸収したベースである多孔質ベース基材１２から過剰な溶液１３
を計量するために、ガイドローラー１７を使用してもよい。あるいは、吸収したベースで
ある多孔質ベース基材１２から気泡及び過剰な溶液１３を搾り出すために、ローラー（図
示なし）を使用することができる。典型的には、ベースである多孔質ベース基材１２は、
実質的に飽和した状態で（すなわち、ベースである多孔質ベース基材１２は最大量又は最
大量に近い溶液１３を含む）サンドイッチ工程２００に入り、この場合、ベースである多
孔質ベース基材１２の中間面と外表面の実質的に全てが溶液１３でコーティングされてい
る。
【００６３】
　吸収工程１００は、ベースである多孔質ベース基材１２に溶液１３を導入する１つの可
能な方法に過ぎないことに留意すべきである。他の適切な方法としては、スプレーコーテ
ィング法、フラッドコーティング法（flood coating method）、ナイフコーティングなど
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００６４】
　２．サンドイッチ工程
　サンドイッチ工程２００を、吸収したベースである多孔質ベース基材１２を取り外し可
能なキャリア層２２と取り外し可能なカバー層１９の間に挟み（すなわち配置し）、多層
サンドイッチ構造２４を形成する。代表的方法１０に示されるように、取り外し可能なカ
バー層１９をロール１８から巻き出し、ローラー２０を介して、吸収したベースである多
孔質ベース基材１２の外表面と接触させてよく、その一方で、取り外し可能なキャリア層
２２をロール２１から巻き出し、ローラー２３を介して、吸収したベースである多孔質ベ
ース基材１２の反対側の外表面と接触させてもよい。
【００６５】
　取り外し可能なカバー層１９及び取り外し可能なキャリア層２２は、チャンバ２５から
出る際に官能化基材３０（すなわち、グラフト化ベースである多孔質ベース基材１２）が
酸素に直接さらされてしまうことを一次的に防ぐことができるいずれかの不活性シート材
を含んでよい。取り外し可能なカバー層１９及び取り外し可能なキャリア層２２を形成さ
せるのに適している不活性シート材としては、ポリエチレンテレフタレートフィルム材、
他の芳香族ポリマーフィルム材、及び他のいずれかの非反応性ポリマーフィルム材が挙げ
られるが、これらに限定されない。一旦組み立てられると、多層サンドイッチ構造２４を
照射工程３００に進める。
【００６６】
　３．照射工程
　照射工程３００では、多層サンドイッチ構造２４に、ベースである多孔質ベース基材１
２の中間面と外表面の上に溶液１３内の１つ以上のモノマーをグラフトするのに十分な量
の放射線を照射して、取り外し可能なキャリア層２２と取り外し可能なカバー層１９の間
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に挟まれている官能化基材３０を備えている多層サンドイッチ構造２７を形成するように
する。代表的方法１０に示されるように、多層サンドイッチ構造２４は、十分な線量の放
射線を提供可能な少なくとも１つのデバイス２６を備えるチャンバ２５を進む。単一のデ
バイス２６は、十分な線量の放射線を提供可能であるが、特に比較的厚いベースである多
孔質ベース基材１２の場合には、２個以上のデバイス２６を使用してもよい。典型的には
、チャンバ２５は、フリーラジカル重合を阻害することが知られている少量の酸素ととも
に、窒素、二酸化炭素、ヘリウム、アルゴンなどの不活性雰囲気を含む。取り外し可能な
カバー層１９がない状態で、ベースである多孔質ベース基材１２を照射する実施形態では
、チャンバ２５内部の酸素量がより関心事となり得る。取り外し可能なキャリア層２２及
び取り外し可能なカバー層１９がベースである多孔質ベース基材１２を覆っている場合、
チャンバ２５内部の酸素による暴露は最小限になる。
【００６７】
　他の照射源を使用してもよいが、望ましいデバイス２６は、電子ビーム源を備える。電
子ビーム（ｅビーム）は一般的に、約１．３３ｍＰａ（１０－６Ｔｏｒｒ）に維持された
真空チャンバ内の反射板と抽出グリッドの間に保持されているタングステンワイヤフィラ
メントに高電圧をかけることによって発生する。フィラメントを高電流で加熱し電子を発
生させる。金属箔の薄い窓の方に向いた反射板及び抽出グリッドによって電子を導き、加
速させる。１０７メートル／秒（ｍ／ｓｅｃ）超の速度で移動し、約１５０キロエレクト
ロンボルト（ｋｅＶ）～３００キロエレクトロンボルト（ｋｅＶ）を有する加速電子は、
箔の窓を通って真空チャンバの外に飛び出し、箔の窓のすぐ向こうに配置されているいか
なる材料をも透過する。
【００６８】
　発生する電子の量は、抽出グリッドの電圧と直接関係がある。抽出グリッドの電圧が高
くなると、タングステンワイヤフィラメントから飛び出す電子の量が多くなる。ｅビーム
による加工は、コンピュータ制御する場合にはきわめて正確であることができ、正確な線
量及び線量率の電子を多層サンドイッチ構造２４に向けることができる。
【００６９】
　電子ビーム発生器は種々の供給業者から入手可能であり、エネルギーサイエンス社（En
ergy Sciences, Inc.）（マサチューセッツ州ウィルミントン）から入手可能なＥＳＩ「
エレクトロキュア（ELECTROCURE）」ＥＢシステム、及びＰＣＴエンジニアードシステム
（PCT Engineered Systems, LLC）（アイオワ州ダベンポート）から入手可能なブロード
ビームＥＢプロセッサ（BROADBEAM EB PROCESSOR）が挙げられる。装置のいずれかの特定
部分及び照射サンプルの位置については、「フィルムの放射線量測定システムを使用する
ための実務（Practice for Use of a Radiochromic Film Dosimetry System）」という表
題のＡＳＴＭ　Ｅ－１２７５に従って、到達した線量を測定することができる。抽出グリ
ッドの電圧、ビームの直径及び／又は光源との距離を変えることによって、さまざまな線
量率を得ることができる。
【００７０】
　チャンバ２５内部の温度は、従来の手段によって周囲温度に維持させることが望ましい
。あらゆる特定の機構に限定することを意図することなく、吸収した多孔質ベース基材に
電子ビームを照射すると、基材表面でフリーラジカルが発生し、エチレン系不飽和基を有
するモノマーのような二重結合を有するモノマーと反応することができると考えられる。
【００７１】
　多層サンドイッチ構造２４が受けた全線量は、主に、グラフトモノマーが多孔質ベース
基材にグラフトされる程度に影響を与える。一般的には、吸収工程中に添加したグラフト
モノマーのうち、少なくとも１０重量％、望ましくは２０重量％、さらに望ましくは５０
重量％を超えるグラフトモノマーがグラフト化種に変換されることが望ましく典型的であ
る。さらに、吸収工程中に添加した１つ以上のグラフトモノマーのうち、ベースである多
孔質ベース基材１２の総重量に対して約５重量％、望ましくは約１０重量％、より望まし
くは約２０重量％（又は約１００重量％）が、ベースである多孔質ベース基材１２にグラ
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フトされることが望ましく典型的である。線量は、電圧、速度及びビームの電流を含む多
くの加工パラメータに左右される。ライン速度（すなわち、多層サンドイッチ構造２４が
デバイス２６の下を通る速度）及び抽出グリッドに供給される電流を制御することによっ
て、利便的に線量を調節することができる。実験的に測定された係数（機械定数）をビー
ムの電流に乗じて、ウェブ速度で除すことによって目標の線量（例えば２０ｋＧｙ）を利
便的に算出し、照射量を決定することができる。機械定数は、ビームの電圧の関数として
変動する。
【００７２】
　照射する電子ビームの制御量は、滞留時間に左右されるが、一般的な問題として、多層
サンドイッチ構造２４の一部である多孔質ベース基材１２に吸収されたモノマーは、最小
線量約１０キログレイ（ｋＧｙ）から最大線量約６０ｋＧｙまでの範囲の制御量の線量を
受けると、一般的には顕著にグラフトする。典型的には、合計制御線量は約２０ｋＧｙ～
約４０ｋＧｙの範囲である。照射によってグラフトさせるためには線量率が小さく、滞留
時間が長いことが好ましいが、実際的な操作では、強制的に高い線量率及び短い滞留時間
を与える速度を必要とする場合もある。多層サンドイッチ中の酸素の除去が、ｅビームを
照射した後もグラフト収率が高くなるのに十分な時間、フリーラジカル化学物質が存在し
続けることを可能にする。
【００７３】
　４．剥離工程
　チャンバ２５から出ると、多層サンドイッチ構造２７は剥離工程４００に進む。剥離工
程４００では、多層サンドイッチ構造２７は、取り外し可能なキャリア層２２及び取り外
し可能なカバー層１９を官能化基材３０から分離することによって分解される。代表的方
法１０に示されるように、取り外し可能なカバー層１９は、官能化基材３０の外表面から
分離してロール２８として取り出され、取り外し可能なキャリア層２２は、官能化基材３
０の反対側の外表面から分離してロール２９として取り出される。
【００７４】
　１つの望ましい実施形態では、電子ビームの照射後にチャンバ２５を出た後、官能化基
材３０が酸素にさらされるのを長時間防ぐために、取り外し可能なキャリア層２２及び取
り外し可能なカバー層１９が、剥離工程４００に入る前の所定時間だけ官能化基材３０表
面に残ることを可能にする。望ましくは、取り外し可能なキャリア層２２及び取り外し可
能なカバー層１９は、チャンバ２５を出た後、官能化基材３０表面に少なくとも１５秒間
、より望ましくは約３０秒～約６０秒間残っている。しかし、グラフトの質を下げてしま
うような時間の上限はなく、多層サンドイッチ構造２７は、多層サンドイッチ構造２７の
バッチ加工用ロールが調製される場合のように、長期間にわたってそのままの状態であっ
てもよい。一旦多層サンドイッチ構造２７を分解すると、官能化基材３０は任意の洗浄／
すすぎ工程５００に進むことができる。
【００７５】
　５．洗浄／すすぎ工程
　任意の洗浄／すすぎ工程５００では、官能化基材３０は、すすぎチャンバ３１で１回以
上洗浄するか又はすすいで、いずれもの未反応モノマー、溶媒又は他の反応副生成物を官
能化基材３０から除去する。典型的には、官能化基材３０は、すすぎ水、すすぎ用アルコ
ール、すすぎ水及びすすぎ用アルコールの混合物、及び／又はすすぎ用溶媒（例えば、ア
セトン、ＭＥＫなど）を用いて最大で３回洗浄するか又はすすぐ。すすぎ用アルコールを
使用する場合、すすぎ液は、１つ以上のアルコール（イソプロパノール、メタノール、エ
タノール、又は実用的に用いられ、またいずれかの残留モノマーの有効な溶媒であるいず
れかの他のアルコールが挙げられるが、これらに限定されない）を含んでよい。それぞれ
のすすぎ工程では、官能化基材３０は、すすぎ浴を通すか、又はすすぎ液を噴霧してもよ
い。
【００７６】
　６．乾燥工程
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　任意の乾燥工程６００では、官能化基材３０を乾燥させ、官能化基材３０からいずれか
のすすぎ溶液を除去する。典型的には、官能化基材３０を比較的低いオーブン温度のオー
ブン３２で所望の時間（本明細書では「オーブン滞留時間」と称する）乾燥する。オーブ
ン温度は、典型的には約６０℃～約１２０℃の範囲であり、オーブン滞留時間は、典型的
には約１２０秒～約６００秒の範囲である。
【００７７】
　いずれかの従来のオーブンを、本発明の任意の乾燥工程６００で使用してもよい。適切
なオーブンとしては、対流式オーブンが挙げられるが、これに限定されない。
【００７８】
　他の実施形態では、乾燥工程６００を、洗浄／すすぎ工程５００の前に行うことができ
、グラフトされていない残渣の抽出の前に揮発性成分を除去する点にも留意するべきある
。
【００７９】
　７．取り出し工程
　任意の乾燥工程６００の後に、乾燥した官能化基材３０をロール３３としてロール形態
で取り出すことができる。官能化基材３０は、将来の使用に備えてロール形態で保管して
もよく、そのまますぐに使用してもよく、又はさらに加工して官能化基材３０の表面特性
をさらに変えてもよい。
【００８０】
　８．さらなる加工
　１つの代表的な実施形態では、官能化基材３０をさらに加工して、官能化基材３０の表
面特性を変える。この実施形態では、官能化基材３０を、（ｉ）官能化基材３０の中間面
と外表面に追加のグラフトモノマーをグラフトするか、（ｉｉ）官能化基材３０の中間面
と外表面から伸延するグラフト化種に追加のモノマーをグラフトするか、又は、（ｉｉｉ
）（ｉ）及び（ｉｉ）の双方を行なうために、第２の時間（又はそれ以上の時間）、代表
的方法１０のようなグラフトプロセスで加工する。例えば、１つの代表的な実施形態では
、官能化基材３０は、（ａ）フリーラジカル重合可能基と（ｂ）少なくとも１つの追加の
官能基（例えば、エチレン系不飽和基、エポキシ基、アズラクトン基、イソシアネート基
、イオン基、アルキレンオキシド基、又はこれらの組み合わせ）を有する少なくとも１つ
のグラフトモノマーを含む１つ以上のグラフトモノマーを溶媒に溶かした第１の溶液を多
孔質ベース基材に吸収させ、第１の溶液を吸収した多孔質ベース基材に、線量を制御した
電子ビームを照射して、多孔質ベース基材の中間面と外表面に１つ以上のグラフトモノマ
ーをグラフトすることによって調製する。得られた第１の官能化基材をすすいで、いずれ
かの未反応のグラフトモノマーを除去し、（ａ）フリーラジカル重合可能基と（ｂ）少な
くとも１つの追加の官能基（例えば、エチレン系不飽和基、エポキシ基、アズラクトン基
、イソシアネート基、イオン基、アルキレンオキシド基、又はこれらの組み合わせ）を有
する少なくとも１つのグラフトモノマーを含む１つ以上のグラフトモノマーを溶媒に溶か
した第２の溶液を吸収させ、第２の溶液を吸収した第１の官能化基材に、線量を制御した
電子ビームを照射して、第２の官能化基材を形成する。さらに改質した官能化基材３０を
、任意の洗浄／すすぎ工程（例えば、代表的方法１０の代表的な洗浄／すすぎ工程５００
）及び任意の乾燥工程（例えば、代表的方法１０の代表的な乾燥工程６００）に進めるこ
とができる。
【００８１】
　さらなる代表的な実施形態では、官能化基材３０を、さらに加工し（例えば、代表的方
法１０のようなグラフトプロセスを１回又は複数回行なった後）、官能化基材３０を図２
の代表的方法５０に示されているようなプロセスに通すことによって、官能化基材３０の
表面特性をさらに変える。この実施形態では、官能化基材３０が、官能化基材３０のグラ
フト化種に沿って官能基と反応することができる１つ以上の反応物質を含有する溶液と接
触する。図２には、ロール３３から供給される官能化基材３０が示されているが、図２に
示されるプロセス工程は、図１に示されるプロセス工程が含まれる連続したプロセス工程
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で行なうことができる。
【００８２】
　図２に示されているように、代表的方法５０は、官能化基材３０をロール３３から取り
出し、官能化基材３０を吸収工程１００に導くことによって始まる。吸収工程１００では
、官能化基材３０は、１つ以上の反応物質を含有する溶液１３と接触する。反応物質は、
官能化基材３０のグラフト化種に沿った１つ以上の官能基（例えば、エポキシ基、エチレ
ン系不飽和基、アズラクトン基、イソシアネート基又はイオン基、アルキレンオキシド基
、或いはこれらの組み合わせ）と反応又は相互作用する化合物であってよい。例えば、求
核基を有する化合物は、アズラクトン基、イソシアネート基、又はエポキシ基と反応する
ことができ、又は、電荷を有する基を有する化合物はイオン基と相互作用することができ
る。ローラー１５及び１６が、官能化基材３０が溶液１３を通るように導き、官能化基材
３０を望ましい時間だけ溶液１３と接触させる。典型的には、官能化基材３０が溶液１３
中に滞留する時間は約１．０分未満である。
【００８３】
　溶液１３中の各反応物質の濃度は、多くの要因（溶液１３中の１つ以上の反応物質、望
ましい表面改質度、及び使用溶媒を含むがこれらに限定されない）に応じて変えてよい。
典型的には、溶液１３中の各反応物質の濃度は、溶液１３の総重量に対して約５重量％～
約１００重量％の範囲である。
【００８４】
　一旦官能化基材３０が溶液１３を望ましい時間だけ吸収すると、官能化基材３０は、ガ
イドローラー１７を介して任意の加熱工程８００に向かう。所望に応じて、吸収した官能
化基材３０から過剰の溶液１３を計量するために、ガイドローラー１７を使用してもよい
。典型的には、官能化基材３０は、実質的に飽和した状態（すなわち、官能化基材３０が
最大量又は最大量に近い溶液１３を含む）で任意の加熱工程８００に入る。
【００８５】
　図２には示されていないが、代表的方法５０は、加熱工程８００中に化学物質及び／又
は溶媒キャリアの蒸発を防ぐために、溶液１３を吸収した官能化基材３０を取り外し可能
な材料（例えば、非反応性ポリマーフィルム（例えばＰＥＴ）を含む取り外し可能なキャ
リア層及び取り外し可能なカバー層）の間に挟む任意の工程を含むことができる。上述の
ものと同じ取り外し可能な材料をこの工程で使用することができる。取り外し可能なカバ
ーの使用は、少なくとも一部の実施形態では、ＶＯＣの放出を最小限にし、燃焼してしま
う危険性を減らすことができる。この実施形態では、剥離工程４００と同様の剥離工程を
、加熱工程８００の後に続けてよい。
【００８６】
　９．加熱工程
　任意の加熱工程８００は、官能化基材３０を加熱して、吸収工程１００中に添加した反
応物質と、官能化基材３０のグラフト化種に沿った１つ以上の官能基との反応を促し、さ
らなる官能化基材３５が作製されるようにする。典型的には、任意の加熱工程８００中に
、多くの要因（反応物質、ベースである多孔質ベース基材、グラフト化種に存在している
官能基、及びオーブン３６内での滞留時間が挙げられるが、これらに限定されない）に応
じて、官能化基材３０を、最大で約１２０℃のオーブン温度のオーブン３６に入れる。典
型的には、任意の加熱工程８００で用いるオーブン温度は、３０℃以上（望ましくは４０
℃以上、５０℃以上、又は６０℃以上）である。オーブン温度は典型的には約６０℃～約
１２０℃の範囲である。典型的には、任意の加熱工程８００中のオーブンでの滞留時間は
、約６０秒～約１時間の範囲である。
【００８７】
　本発明の任意の加熱工程（例えば、代表的方法５０の加熱工程８００）では、従来のい
ずれかのオーブンを使用してもよい。適切なオーブンとしては、代表的方法１０の任意の
乾燥工程６００で用いられる上述のオーブンが挙げられるが、これに限定されない。望ま
しくは、代表的方法５０の任意の加熱工程８００で用いるオーブンは、空気循環式オーブ
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ンを含む。
【００８８】
　一旦さらなる官能化基材３５がオーブン３６を出ると、官能化基材３５は、上述のよう
な任意の洗浄／すすぎ工程５００及び任意の乾燥工程６００を通過してもよい。任意の乾
燥工程６００の後に、乾燥した官能化基材３５をロール３７としてロール形態で取り出す
ことができる。さらなる官能化基材３５は、将来の使用に備えてロール形態で保管しても
よく、そのまますぐに使用してもよく、又は１つ以上の追加のプロセス工程（図示なし）
でさらに加工してもよい。適切な追加のプロセス工程としては、コーティング組成物をさ
らなる官能化基材３５に適用する反応工程又はコーティング工程、１つ以上の追加層をさ
らなる官能化基材３５に一時的又は永久的に結合する積層工程、さらなる官能化基材３５
を１つ以上の追加の構成要素と組み合わせて最終製品（例えばフィルタアセンブリ）を作
成する組み立て工程、さらなる官能化基材３５又はさらなる官能化基材３５を含む最終製
品を所望の包装材（例えばポリエチレンフィルム又は袋）で包装する包装工程、又はこれ
らのいずれかの組み合わせを挙げることができるが、これらに限定されない。
【００８９】
　Ｂ．プロセスパラメータ
　本発明の官能化基材を作製する方法は、１つ以上のプロセスパラメータ（以下に記載さ
れているプロセスパラメータが挙げられるが、それらに限定されない）によって表してよ
い。
【００９０】
　１．バッチプロセス対連続プロセス
　本発明の官能化基材を作製する方法は、連続プロセス（例えば、図１に示されている代
表的方法１０）を用いて行なってもよく、又は上述の１つ以上のプロセス工程をそれぞれ
別個に行なうバッチプロセスを用いて行なってもよいことに留意するべきである。望まし
くは、官能化基材を作製する方法は、図１に示されている代表的方法１０のような連続プ
ロセスを用いて行なう。
【００９１】
　２．線張力
　例えば代表的方法１０などの連続プロセスを用いる場合、連続プロセスを通じて、ベー
スである多孔質ベース基材１２又は官能化基材３０を動かすために、１つ以上の駆動ロー
ル（図示なし）を用いてもよい。１つ以上の駆動ロールは、ベースである多孔質ベース基
材１２及び官能化基材３０に十分な張力をもたらして、ベースである多孔質ベース基材１
２及び官能化基材３０を特定の装置を介して動かす。加工中に、ベースである多孔質ベー
ス基材１２又は官能化基材３０の収縮及び／又は破断を防ぐのに適用するための張力の量
を定める場合には、注意深く行なうべきである。ベースである多孔質ベース基材１２又は
官能化基材３０を運ぶために用いるキャリアウェブ（例えば、取り外し可能なキャリア層
２２）が強固な場合、基材自体に張力の負荷をかけることなく、張力の負荷を調整しやす
くなる。
【００９２】
　本発明の代表的な連続グラフトプロセスでは、１つ以上の駆動ロールを、典型的には、
ベースである多孔質ベース基材１２又は官能化基材３０を特定の装置を介して動かすため
に、ベースである多孔質ベース基材１２又は官能化基材３０の３０ｃｍ（１２インチ）幅
のウェブに対して張力が２２～１７８ニュートン（５ポンド～４０ポンド）の範囲で操作
し、ベースである多孔質ベース基材１２又は官能化基材３０の１ｃｍあたりの線張力は０
．７ニュートン～５．９ニュートンである。１つの望ましい実施形態では、１つ以上の駆
動ロールを、ベースである多孔質ベース基材１２又は官能化基材３０の１ｃｍあたりの線
張力が１．４ニュートン～３．０ニュートンの範囲で操作する。
【００９３】
　３．ライン速度
　本発明の代表的な連続グラフトプロセスでは、１つ以上の駆動ロールは、特定の装置を
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介して望ましいライン速度ももたらす。望ましくは、ベースである多孔質ベース基材１２
及び官能化基材３０は、特定の装置内を介して少なくとも約１．５２メートル／分（ｍｐ
ｍ）（５ｆｐｍ）のライン速度で移動する。ある１つの望ましい実施形態では、ベースで
ある多孔質ベース基材１２及び官能化基材３０は、特定の装置を介して約３．０５ｍｐｍ
（１０ｆｐｍ）～約３０．５ｍｐｍ（１００ｆｐｍ）の範囲のライン速度で移動する。
【００９４】
　Ｃ．官能化基材の変更された特性
　さまざまな官能化基材を作製するために、官能化基材を作製する開示済みの方法を用い
てもよい。官能化基材は、（ｉ）エチレン系不飽和基、（ｉｉ）エポキシ基又は開環エポ
キシ連結基、（ｉｉｉ）アズラクトン基又は開環アズラクトン連結基、（ｉｖ）イソシア
ネート基、ウレタン連結基、又は尿素連結基、（ｖ）イオン基、（ｖｉ）アルキレンオキ
シド基、又は（ｉ）～（ｖｉ）のいずれかの組み合わせから選択される少なくとも１個の
基を備える。一部の実施形態では、官能化基材を作製する方法が、多孔質ベース基材の特
性を変えることができる。
【００９５】
　官能化基材を作製するための上述の方法のいずれかでは、特定の官能化基材を形成する
ために、ベースである上述の多孔質ベース基材、グラフトモノマー、及び反応物質のうち
のいずれかを用いてもよい。ベースである多孔質ベース基材は、微小多孔性膜のような多
孔質膜、多孔質不織布ウェブ、又は多孔質繊維の形態である場合が多い。一部の実施形態
では、ベースである多孔質ベース基材は、熱誘起相分離（ＴＩＰＳ）法によって形成され
た疎水性微小孔膜を含む。
【００９６】
　１．平均孔径の増大
　一部の方法では、平均孔径を変えることができる。この方法は、平均初期孔径を有する
多孔質ベース基材をもたらす工程と、（ａ）フリーラジカル重合可能基と（ｂ）少なくと
も１つの追加の官能基を有する少なくとも１つのグラフトモノマーが含まれる第１の溶液
を多孔質ベース基材に吸収させる工程と、多孔質ベース基材に、線量を制御した電子ビー
ムを照射して多孔質ベース基材の中間面と外表面に１つ以上のグラフトモノマーをグラフ
トする工程と、グラフトした多孔質ベース基材を３０℃以上（望ましくは６０℃以上）の
熱サイクルにかける工程を含んでおり、この方法によって、平均最終孔径を有する官能化
基材が得られ、この官能化基材の平均最終孔径は、多孔質ベース基材の平均初期孔径より
も大きい。この実施形態では、多孔質ベース基材は、微小多孔性膜であることが多い。例
えば、微小多孔性膜は、ＴＩＰＳ膜のような疎水性微小多孔性膜にすることができる。
【００９７】
　孔径を増大させるための上述の方法の一部では、微小多孔性ベース基材の平均初期孔径
（グラフト工程前）は、典型的には約０．６ミクロン～０．９ミクロンの範囲であるが、
グラフトされた微小多孔性ベース基材の平均最終孔径は、典型的には約０．７ミクロン～
約１．２ミクロンの範囲である。平均孔径のこのような増大は、微小多孔性膜に疎水性微
小多孔性膜が含まれる場合、特に熱誘起相分離（ＴＩＰＳ）法によって形成した疎水性微
小多孔性膜が含まれる場合に、特に顕著である。例えば、微小多孔性膜は、ＴＩＰＳ法に
よって作製したＰＶＤＦを含むことができる。
【００９８】
　平均孔径は、例えば、２個のフリーラジカル重合可能基を有するグラフトモノマーを用
いた場合に、増大させることができる。理論によって束縛されたくはないが、これらの基
の両方を多孔質ベース基材のグラフトは、基材表面に応力が生じて孔径が増大を生じても
よい。グラフトモノマーは、親水基をもたらすように選択する場合が多い。例えば、グラ
フトモノマーは、ポリアルキレングリコールジ（メタ）アクリレートであることができる
。
【００９９】
　別の例では、平均孔径は、複数の求核基を有する求核性化合物と、１個以上のグラフト
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化種の官能基とを反応させてグラフト化種を架橋することによって増大することもできる
。理論によって束縛されたくはないが、グラフト化種の架橋が、基材の表面に応力を生じ
てもよく、孔径の増大を生じる。求核性化合物は、親水基をもたらすように選択する場合
が多い。例えば、ポリアルキレングリコールジアミン又はポリアルキレングリコールトリ
アミンを求核性化合物として用いることができる。
【０１００】
　さらに他の例では、平均孔径は、異なる種類のグラフトポリマーの組み合わせを用いて
増大させることもできる。第１のグラフトモノマーは、２個のフリーラジカル重合可能基
を含むことができ、第２のグラフトモノマーは、エポキシ基、アズラクトン基、イソシア
ネート基、又はこれらの組み合わせである官能基を含むことができる。次に、第２のグラ
フトモノマーは、複数の求核基を有する求核性化合物と反応させることができる。求核性
化合物は、１個超のエポキシ基、アズラクトン基、イソシアネート基、又はこれらの組み
合わせと反応させることができ、複数のグラフト化種の架橋を生じる。第１及び第２のグ
ラフトモノマーは、同じ吸収溶液を含有し、同時にグラフトすることもでき、又は別の吸
収溶液に含有し、順次的な形でグラフトすることもできる。モノマーのグラフト順序は典
型的には、重要ではない。グラフトモノマー又は求核性化合物の少なくとも１つは、親水
性基を与えるように選択する場合が多い。
【０１０１】
　２．親水性／疎水性特性
　他の実施形態では、官能化基材を作製する方法は、多孔質ベース基材の疎水性の性質を
変える。例えば、グラフト化種は親水基を含むことができる。他の例では、親水基のない
グラフト化種を、親水基を含む求核性化合物と反応させることができる。さらに他の例で
は、第１のグラフト化種が親水基を含むことができ、親水基のない第２のグラフト化種を
、親水基を含む求核性化合物と反応させることができる。
【０１０２】
　官能化基材を作製する方法の一部では、グラフトモノマーは、２個のフリーラジカル重
合可能基と親水基とを含む。例えば、疎水性多孔質ベース基材に親水性特性を付与するた
めに、アルキレングリコールジ（メタ）アクリレートをグラフトモノマーとして用いるこ
とができる。これらのグラフトモノマーは、２個の（メタ）アクリル基と親水性ポリアル
キレングリコール（すなわちポリアルキレンオキシド）基とを備える。ＴＩＰＳ膜のよう
な微小多孔性膜の平均孔径を増大させるために、これらの同じグラフトモノマーを用いる
ことができる。
【０１０３】
　官能化基材が、エポキシ基、アズラクトン基、又はイソシアネート基を含むグラフト化
種を備える場合、疎水性多孔質ベース基材に親水性特性を付与するために、官能化基材を
さらに処理して、これらの官能基と複数の求核基を有する求核性化合物とを反応させるこ
とができる。いずれかの未反応求核基は、親水性官能化基材に寄与する傾向がある。代表
的な求核性化合物の一部は、求核基に加え、ポリアルキレンオキシド基のような親水基を
含む。例えば、ポリアルキレングリコールジアミン及びポリアルキレングリコールトリア
ミンのような求核性化合物は、複数のアミノ基を含むことができる。
【０１０４】
　本発明は、疎水性多孔質ベース基材（例えば、疎水性微小多孔性膜）の利点の多くを有
するが、官能化基材の表面上の永久的な親水性を有する官能化基材の形成を可能にする。
本発明は、疎水性ポリマーから形成された多孔質ベース基材に関連する多くの既知の問題
（例えば、湿度により膨張するという問題、加湿のない場合の脆弱性、機械的強度の低さ
、並びに耐溶剤性、耐苛性性及び／又は耐酸性の低さが挙げられるが、これらに限定され
ない）を解消する。
【０１０５】
　本発明は、特定の官能化基材を形成するために用いられる材料及び工程に応じてさまざ
まな親水性度を有する官能化基材の形成を可能にする。例えば、疎水性多孔質膜を親水性
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にして、親水性多孔質膜にエポキシ基をグラフトするように処理してよい。得られた親水
性多孔質膜は、疎水基（例えばエポキシ基）がその上にグラフトされていても、親水性を
維持する。得られた親水性多孔質膜は、親水性が維持し、エポキシ基が存在しているため
、さらによく反応するようになる。
【０１０６】
　本発明は上述され、さらに以下の実施例によって例示されているが、これらは決して、
本開示の範囲を限定することを強制すると解釈すべきではない。むしろ、本明細書中の説
明を読むことによって、本発明の精神及び／又は添付の請求項の範囲を逸脱することなく
、当業者に示唆され得る様々な他の実施形態、修正、及びそれらの等価物を講じることが
できることが明確に分かるだろう。
【実施例】
【０１０７】
　特に断りのない限り、溶媒及び試薬は全て、シグマアルドリッチ社（Sigma-Aldrich Co
rp.）（ミズーリ州セントルイス）から得たか、又は得ることができる。
【０１０８】
　「ＴＩＰＳ「Ａ」フィルム」とは、厚みが約０．０５１ｍｍ（０．００２インチ）であ
り、ガーレー空気流値（Gurley air flow value）が約７秒／空気５０立方センチメート
ルであり、及び平均孔径が約０．７μｍである微小多孔性ポリ（フッ化ビニリデン）フィ
ルムを指す。このフィルムは、以下の仕様とともにＰＣＴ国際公開特許ＷＯ２００５０３
５６４１に記載されているように作製した。ＰＶＤＦポリマーペレット（ソレフ１０１２
（SOLEF 1012）、ソルベーソレキシス社（Solvay Solexis Co.）（ニュージャージー州ス
ロフェア（Thorofare,NJ））を４０ｍｍの同方向回転２軸押出機のホッパーに５．８ｋｇ
／時で入れた。粉末形態の核剤ピグメントブルー６０（Pigment Blue 60）（ＰＢ６０、
クロモフタルブルーＡ３Ｒ（Chromophtal Blue A3R）、チバスペシャリティケミカルズ（
Ciba Specialty Chemicals）、スイス、バーゼル）を希釈剤、グリセリルトリアセテート
（トリアセチン（TRIACETIN）、イーストマンケミカル社（Eastman Chemical Co.）、テ
ネシー州キングズポート）と、核剤の最終濃度が０．２５重量％になるように混合してお
いた。このブレンドを、８つの領域を有する４０ｍｍ２軸押出機の４番目の領域に配置さ
れている注入口に供給し、ＰＶＤＦと溶融混合して均質溶液を形成させて、混合比ＰＶＤ
Ｆ／トリアセチン（TRIACETIN）／ＰＢ６０は、４２．０／５７．７５／０．２５であっ
た。２軸押出機を１５０ＲＰＭ及び２１５℃（領域１）～１８８℃（領域８）の低下温度
プロフィールで操作した。溶融物を、２重クロムコートしたハンガースロットフィルムダ
イで押し出し、５２℃に保った模様付きクロムロール上に鋳造し、４．１ｍ／分で鋳造フ
ィルムを形成した。このフィルムを７つの洗浄水タンクに連続的に供給し、トリアセチン
（TRIACETIN）を除去した。次に、フィルムを５個のロールに連続的に供給し、流れ方向
伸張装置（machine-direction stretching device）を６０℃～８２℃の上昇温度プロフ
ィール、及び伸張比約１．７：１に維持した。続けて、長さを伸張したフィルムを、９９
℃～１３２℃の上昇温度プロフィールで、伸張比約２．２：１に維持した８個の領域を有
する逆方向伸展装置（transverse-direction stretching device）に連続的に供給した。
このフィルムを最終的な幅になるように切り離し、コアに巻きつけた。このフィルムの厚
みは約５０ミクロンであり、ガーレー空気流値は約７秒／空気５０ｃｍ３であり、平均孔
径は約０．７ミクロンであった。
【０１０９】
　「ＴＩＰＳ「Ｂ」フィルム」とは、平均孔径が約０．１５μｍである微小多孔性ポリ（
フッ化ビニリデン）フィルムを指す。ＴＩＰＳ「Ｂ」フィルムは、ＴＩＰＳ　Ａフィルム
の調製に用いるのと同様の方法を用いて調製した。
【０１１０】
　「ＴＩＰＳ「Ｃ」フィルム」とは、平均孔径が約０．６μｍである微小多孔性ポリ（プ
ロピレン）フィルムを指す。ＴＩＰＳ「Ｃ」フィルムは、米国特許第４，７２６，９８９
号及び同５，１２０，５９４号（これらはそれぞれミネソタ州セントポールの３Ｍ社（3M



(25) JP 5290767 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

 Company）に譲渡されている）の方法に従って調製した。
【０１１１】
　「ＴＩＰＳ「Ｄ」フィルム」とは、平均孔径が約０．６μｍである微小多孔性ポリ（エ
チレン）フィルムを指す。ＴＩＰＳ「Ｄ」フィルムは、米国特許第４，７２６，９８９号
及び同５，１２０，５９４号（これらはそれぞれミネソタ州セントポールの３Ｍ社に譲渡
されている）の方法に従って調製した。
【０１１２】
　「ＥＶＯＨフィルム」とは、米国特許第５，９６２，５４４号に従って調製したビニル
アルコール６８モル％及びエチレン３２モル％の微小多孔性ポリ（ビニルアルコール－コ
－エチレン）フィルムを指す。
【０１１３】
　「ＭＥＫ」とはメチルエチルケトンを指す。
【０１１４】
　「ＧＭＡ」とはグリシジルメタクリレートを指す。
【０１１５】
　「ＰＶＤＦ」とはポリ（フッ化ビニリデン）を指す。
【０１１６】
　「ジェフアミンＸＴＪ－５０４（JEFFAMINE XTJ-504）」とは、テキサス州ヒュースト
ンのハンツマン社（Huntsman Corp.）から入手可能なポリエーテルジアミンであるジェフ
アミンＸＴＪ－５０４を指す。
【０１１７】
　「ジェフアミンＴ－５０００」とは、テキサス州ヒューストンのハンツマン社から入手
可能なポリエーテルトリアミンであるジェフアミンＴ－５０００を指す。
【０１１８】
　「ＤＥＴＡ」とはジエチレントリアミンを指す。
【０１１９】
　「ＳＲ３４４」とは、ペンシルバニア州エクストンのサルトマー社（Sartomer Co.,Inc
.）から得た平均分子量が約４００ｇ／モルのポリエチレングリコールジアクリレートを
指す。
【０１２０】
　「ＳＲ６０３」とは、ペンシルバニア州エクストンのサルトマー社から得た平均分子量
が約４００ｇ／モルのポリエチレングリコールジメタクリレートを指す。
【０１２１】
　「ＣＤ５５３」とは、ペンシルバニア州エクストンのサルトマー社から得たポリエチレ
ングリコールアクリレートを指す。
【０１２２】
　「ＡＰＴＡＣ」とは３－アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロライドを
指す。
【０１２３】
　「ＡＭＰＳ」とは、ナトリウム２－アクリルアミド－２－メチル－１－プロパンスルホ
ネートを指す。
【０１２４】
　「ＡＥＴＡＣ」とは、［２－（アクリロイルオキシ）エチル］トリメチルアンモニウム
クロライドを指す。
【０１２５】
　「デュラポア「Ａ」フィルム」とは、マサチューセッツ州ビルリカのミリポア社からデ
ュラポアＨＶＬＰ１４２５０という商品名で入手可能な親水性フィルムを指す。
【０１２６】
　「デュラポア「Ｂ」フィルム」とは、マサチューセッツ州ビルリカのミリポア社からデ
ュラポアＨＶＨＰ１４２５０という商品名で入手可能な親水性フィルムを指す。
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【０１２７】
　「ＰＥＧ」とはポリエチレングリコールを指す。
【０１２８】
　「ＰＥＳ「Ａ」フィルム」とは、マサチューセッツ州ビルリカのミリポア社から入手可
能なミリポアエクスプレス膜（MILIPORE EXPRESS MEMBRANE）ＧＰＷＰ１ポリエーテルス
ルホン膜を指す。
【０１２９】
　「ＰＥＳ「Ｂ」フィルム」とは、ニューヨーク州イーストヒルズのポール社から入手可
能なスポール２００（SUPOR 200）ポリエーテルスルホン膜を指す。
【０１３０】
　「ニラフロフィルム」とは、ニューヨーク州イーストヒルズのポール社から入手可能な
孔径０．４５μｍの親水性ナイロン膜を指す。
【０１３１】
　電子ビーム加工
　マサチューセッツ州ウィルミントンのエネルギーサイエンス社（Energy Sciences,Inc.
）から得たモデルＣＢ－３００電子ビームシステムを用いて電子ビームを照射した。照射
のために、２枚のポリ（エチレンテレフタレート）フィルムの間にサンプルフィルムを定
置した。
【０１３２】
　他に指定のない限り、以下の手順を用いた。２枚の大きな面積の厚み３ミルのＰＥＴの
間にサンプルフィルムを定置し、一端をテープでとめた。次に、このサンドイッチ構造を
開き、サンプルフィルムをモノマー溶液で濡らし、このサンドイッチ構造を再び閉じた。
サンドイッチ構造の表面にラバーローラーを静かにかけることによって、入り込んだ気泡
を取り除き、余分な液体を搾り出した。このサンドイッチ構造をＰＥＴの移動ウェブにテ
ープでとめ、速度６．１ｍ／分（ｍｐｍ）（２０ｆｐｍ）、電圧３００ｋｅＶで電子ビー
ムプロセッサ通って移動させ、目標とする線量をもたらすようにカソードに十分なビーム
電流をかけた。国際標準研究所（national standards laboratory）（ＲＩＳＯ、デンマ
ーク）で較正し、トレース可能な薄フィルム線量計を用いてビームを較正した。一部のケ
ースでは、ビーム照射下で最終的な線量率を下げ、滞留時間を長くするために、ウェブ方
向に延びているカソードを用いて、より長い暴露時間刺激して、電子ビームをより特徴的
にするようにビームを複数回通すことによって線量をフラクション化した（すなわち、ブ
ロードビーム（BroadBeam）など）。
【０１３３】
　サンプルをビームに通過させた後、サンドイッチ構造をウェブから取り外し、また開く
前に１分以上放置し、そのサンプルを取り出して水のトレイに浸した。トレイの水を３回
替えた。次に、サンプルを紙タオルで拭き、風乾した。水で簡単には除去できない残りの
モノマーを、ＭＥＫ、アルコール、又は実施例で定められているような他の適切な溶媒で
洗浄することによって抽出した。
【０１３４】
　水分流動性試験
　直径約４７ミリメートル（ｍｍ）（１．８５インチ）の試験フィルムのディスクをモデ
ル４２３８ポールゲルマン磁気フィルターホルダー（Pall Gelman magnetic filter hold
er）（ニューヨーク州イーストヒルのポール社から入手可能）に置くことによって、水分
流動性を割り出した。真空ポンプを取り付けたフィルターフラスコ上に、このフィルター
ホルダーを定置した。減圧ゲージを使用して減圧を監視した。水約１５０ミリリットル（
ｍＬ）をフィルターホルダーに入れ、減圧した。水約５０ｍＬがフィルムを通過した後（
減圧ゲージはこの時点で約５３３ｍｍＨｇ（約２１インチＨｇ）を指していた）、ストッ
プウォッチでタイミングを測定した。残りの水が全部フィルムを通過した時、タイミング
測定をやめた。水分流動性は、減圧０．８３ｍｍＨｇで水１００ｍＬが膜を通過するのに
かかった時間（秒で測定）であった。
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【０１３５】
　平均孔径
　湿潤性液体でサンプル膜の孔を同時に満たし、非反応性気体を用いて、膜の孔から液体
置換することによって平均孔径を割り出した。自動化キャピラリーフローポロメーター（
Automated Capillary Flow Porometer）モデル番号ＡＰＰ－１２００－ＡＥＸとニューヨ
ーク州イサカのポーラスマテリアル社（Porous Materials Inc.）（ＰＭＩ）から供給さ
れているソフトウェアのカプウィン（Capwin）バージョン６．７１．５４を用いて気体の
圧力及び流速を正確に測定した。フロリナートＦＣ－４３（Fluorinert FC-43）（３Ｍか
ら入手可能）を湿潤性液体として使用し、圧縮窒素ガスを、最大圧力の設定が６８９．５
ｋＰａ（６８９．５キロニュートン／ｍ２（ｋＮ／ｍ２））（１００ｐｓｉ）で交換用に
使用した。湿潤時に開始し、乾燥時に停止する（wet up／dry down）ソフトウェア構成で
試験を行なった。
【０１３６】
　調製例１、ＰＶＤＦ不織布フィルムの調製
　生産工学化学（Industrial Engineering Chemistry）のヴァン・Ａ．ウェンテ（Van A.
Wente）の「超微細熱可塑性繊維（Superfine Thermoplastic Fibers）」、第４８巻、１
３４２～１３４６ページ（１９５６年８月）及び海軍研究試験所（Naval Research Labor
atories）の報告書番号（Report No.）４３６４（１９５４年５月２５日公開、名称「超
微細有機繊維の作製（Manufacture of Super Fine Organic Fibers）」、ヴァンＡウェン
テ（Van A. Wente）ら）に記載されているものに類似の方法及び装置を用いて、メルトブ
ローンＰＶＤＦ超極細繊維不織布ウェブを調製した。
【０１３７】
　ＰＶＤＦポリマーペレット（ソレフ１０１２（SOLEF 1012）、ソルベーソレキシス社（
Solvay Solexis Co.）（ニュージャージー州スロフェア（Thorofare,NJ））を使用して、
溶融温度２３４℃及び質量流量０．３５ｇ／孔／分でメルトブローンウェブを作製した。
０℃で１０１．３ｋＮ／ｍ２（１気圧）でダイ表面１ｍを１分あたり空気４．５立方メー
トルに相当する速度で移動し、３６０℃まで加熱した熱風を用いて繊維を弱めた。穿孔ド
ラムコレクターを用いてダイ表面から繊維を１５センチメートル（ｃｍ）分集め、ウェブ
を作製した。作製したサンプルは、有効繊維直径が１２．３ミクロン（μｍ）であった。
このウェブの秤量は約５０グラム／立方メートル（ｇｓｍ）で、厚みは０．１３ｃｍであ
った。有効繊維直径は、Ｃ．Ｎ．デービス（Davies,C.N.）の「浮遊ダスト及び粒子の分
離（The Separation of Airborne Dust and Particles）」、機械技術者協会（Instituti
on of Mechanical Engineers）、ロンドン、会報１Ｂ、１９５２年（Proceedings 1B,195
2）に記載されている方法に従って計算した。
【０１３８】
　調製例２、ＥＶＯＨ不織布膜の調製
　調製例１に記載の方法及び装置を用いて、メルトブローンＥＶＯＨ超極細繊維不織布ウ
ェブを調製した。ＥＶＯＨポリマーペレット（ポバールＣ１０９Ｂ（Poval C109B）、ク
ラレアメリカ社（Kuraray America Inc.）、レキシントンアベニュー６００、ニューヨー
ク州ニューヨーク）を使用して、溶融温度２４０℃及び質量流量０．３５ｇ／孔／分で、
メルトブローンウェブを作製した。０℃で１０１．３ｋＰａ（１０１．３ｋＮ／ｍ２）（
１気圧）でダイ表面１ｍを１分あたり空気４．５立方メートルに相当する速度で移動し、
２８５℃まで加熱した熱風を用いて繊維を弱めた。穿孔ドラムコレクターを用いてダイ表
面から繊維を１７ｃｍ分集め、ウェブを作製した。作製したサンプルは、有効繊維直径が
３５μｍであった。このウェブの秤量は約１５０ｇｓｍで、厚みは０．２１ｃｍであった
。２個の直径２５ｃｍの平滑なクロムスチールロール（７０℃）の間で、１．５ｍｐｍで
ロール間の線方向のニップ圧１８ｋｇ力／ｃｍで操作してウェブをカレンダー加工した。
得られたウェブの厚みは０．０５ｃｍであった。
【０１３９】
　比較例１
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　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをジェフアミンＸＴＪ－５０４で飽和し、ガラスバ
イアルに入れて蓋をした。次に、バイアルを６０℃まで１時間加熱した。バイアルを室温
まで冷却し、その後、フィルムサンプルを取り出し、メタノールで２回すすいだ。すすい
だフィルムサンプルを室温で乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置き、水滴が膜に
吸収されないことを観察した。
【０１４０】
　（実施例１～３）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの３サンプルをそれぞれ計量し、ＧＭＡの２０重量％メタノー
ル溶液で飽和し、それぞれ線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に
、サンプルをＭＥＫで抽出し、室温で乾燥した。続いて、各サンプルを再び計量した。実
施例１～３のフィルムは、それぞれ重量が１８．６％、１９．０％、及び２０．５％増え
ていることがわかった。これらのサンプルはいずれも吸水性ではなかった。３つのフィル
ムをそれぞれジェフアミンＸＴＪ－５０４で飽和し、それぞれのフィルムをガラスバイア
ルに入れて蓋をした。フィルムを含有するバイアルを６０℃まで１時間加熱した。バイア
ルを室温まで冷却し、その後、フィルムサンプルを取り出し、メタノールで２回すすいだ
。次に、すすいだフィルムサンプルを室温で乾燥させ、再び計量した。実施例１～３のフ
ィルムサンプルは、重量が約１２％増えていることがわかった。処理した後、それぞれの
フィルムサンプルは青色から灰色に変わった。水滴を各フィルムサンプルの上に置き、水
滴がフィルムにすぐに（例えばほぼ瞬時に）吸収されることを観察した。
【０１４１】
　（実施例４）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで上述のように照射した。次に、フィルム
サンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）
の電子ビームで再び照射した。続いて、サンプルをＭＥＫで抽出し、水で抽出し、室温で
乾燥した。続いて、サンプルの一部をジェフアミンＸＴＪ－５０４で飽和し、フィルムを
ガラスバイアルに入れて蓋をした。フィルムを含有するバイアルを６０℃まで４５分間加
熱した。このバイアルを室温まで冷却し、その後、フィルムサンプルを取り出し、メタノ
ールで２回すすいだ。次に、すすいだフィルムサンプルを室温で乾燥した。このフィルム
サンプルの平均孔径を上述のように評価し、元のＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの平均孔径より
も大きくなっていることがわかった。
【０１４２】
　（実施例５）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで上述のように照射した。このサンプルの
一部分を上述のように評価し、平均孔径の中心が約０．９μｍであることがわかった。こ
のフィルムサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線量４０キログレイ
（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをＭＥＫで抽出し、水で抽出し、室
温で乾燥した。続いて、サンプルの一部分をジェフアミンＸＴＪ－５０４で飽和し、フィ
ルムをガラスバイアルに入れて蓋をした。飽和したフィルムを含有するバイアルを６０℃
まで４５分間加熱した。このバイアルを室温まで冷却し、その後、フィルムサンプルを取
り出し、メタノールで２回すすいだ。ジェフアミンで処理した部分の平均孔径は１．１ミ
クロンであり、またサンプルの水分流動性を上述のように測定し、１６．１秒であること
がわかった。
【０１４３】
　（実施例６）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ６０３の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。これによってフィルムを親水
性にした。次に、フィルムサンプルをＧＭＡの１０重量％メタノール溶液で飽和し、線量
４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。続けて、サンプルをＭＥＫで抽出し



(29) JP 5290767 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

、室温で乾燥した。このサンプルは親水性のままであり、これをジェフアミンＸＴＪ－５
０４で飽和し、フィルムをガラスバイアルに入れて蓋をした。フィルムを含有するバイア
ルを６０℃まで４５分間加熱した。このバイアルを室温まで冷却し、その後、フィルムサ
ンプルを取り出し、メタノールで２回すすいだ。このフィルムサンプルの平均孔径を上述
のように評価し、元のＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの平均孔径よりも大きくなっていることが
わかった。このフィルムの一部分は、フィルム表面に置かれた水滴をすぐに（すなわち、
ほぼ瞬時に）吸収することがわかった。
【０１４４】
　（実施例７）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルを、ＳＲ６０３及びＧＭＡがそれぞれ２０重量％含
まれるメタノール溶液で飽和した。このフィルムを線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子
ビームで照射した。次に、サンプルをＭＥＫで抽出し、室温で乾燥した。続いて、サンプ
ルの一部分をジェフアミンＸＴＪ－５０４で飽和し、フィルムをガラスバイアルに入れて
蓋をした。フィルムを含有するバイアルを６０℃まで４５分間加熱した。このバイアルを
室温まで冷却し、その後、フィルムサンプルを取り出し、メタノールで２回すすいだ。こ
のフィルムサンプルの平均孔径を上述のように評価し、元のＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの平
均孔径よりも大きくなっていることがわかった。このフィルムは、フィルム表面に置かれ
た水滴をすぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収することがわかった。
【０１４５】
　（実施例８）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをＭＥＫです
すぎ、室温で乾燥した。続いて、サンプルの一部分をジェフアミンＸＴＪ－５０４で飽和
し、フィルムをガラスバイアルに入れて蓋をした。フィルムを含有するバイアルを６０℃
まで４５分間加熱した。このバイアルを室温まで冷却し、その後、フィルムサンプルを取
り出し、メタノールで２回すすいだ。フィルムサンプルの平均孔径を上述のように評価し
、平均孔径の中心が約０．８μｍであることがわかった。
【０１４６】
　比較例２～４
　一連のＴＩＰＳ「Ａ」フィルムサンプルの平均孔径を上述のように割り出した。１組の
サンプル（比較例２）を線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射し、１組のサ
ンプル（比較例３）を線量１００キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射し、１組のサ
ンプル（比較例４）をメタノールで飽和し、線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビーム
で照射した。照射したサンプルの平均孔径を割り出し、照射する前のこれらのサンプルと
本質的に同等であることがわかった。
【０１４７】
　比較例５
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルの平均孔径を上述のように割り出した。次に、サン
プルをオーブンで１２０℃まで加熱した。サンプルを室温まで冷却した後、サンプルの平
均孔径を割り出し、加熱する前のサンプルと本質的に同等であることがわかった。
【０１４８】
　（実施例９～１１）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの３サンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和
した。サンプルの１つを線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射し（実施例９
）、サンプルの１つを線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射し（実施例１０
）、サンプルの１つを線量６０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した（実施例１
１）。各サンプルを水で３回すすぎ、それぞれ水に入れ、７０℃で１時間加熱した。各サ
ンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。照射したサンプルの平均孔径を割り出
し、照射していないＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの平均孔径よりも大きくなっていることがわ
かった。
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　（実施例１２～１４）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの３つのサンプルをＳＲ６０３の２５重量％メタノール溶液で
飽和した。サンプルの１つを線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射し（実施
例１２）、サンプルの１つを線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射し（実施
例１３）、サンプルの１つを線量６０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した（実
施例１４）。各サンプルを水で３回すすぎ、それぞれ水に入れ、７０℃で１時間加熱した
。各サンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。照射したサンプルの平均孔径を
割り出し、照射していないＴＩＰＳ「Ａ」フィルムの平均孔径よりも大きくなっているこ
とがわかった。
【０１５０】
　（実施例１５）
　デュラポア「Ａ」フィルムのサンプル及びデュラポア「Ｂ」フィルムのサンプルそれぞ
れの平均孔径及び水分流動性を割り出した。デュラポア「Ｂ」フィルムのサンプルをＧＭ
Ａの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで
照射した。次に、サンプルをＭＥＫで抽出し、室温で乾燥した。このフィルムをジェフア
ミンＸＴＪ－５０４で飽和し、フィルムをガラスバイアルに入れて蓋をした。フィルムを
含有するバイアルを６０℃まで１時間加熱した。バイアルを室温まで冷却し、その後、フ
ィルムサンプルを取り出し、メタノールで２回すすいだ。次に、すすいだフィルムサンプ
ルを室温で乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置き、水滴がフィルムサンプルにす
ぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収されることを観察した。このサンプルの平均孔径及び
水分流動性を上述のように割り出し、両方の値がこれらのデュラポア「Ａ」フィルムと本
質的に同等であることがわかった。
【０１５１】
　（実施例１６）
　デュラポア「Ａ」フィルムのサンプル及びデュラポア「Ｂ」フィルムのサンプルそれぞ
れの平均孔径及び水分流動性を割り出した。デュラポア「Ｂ」フィルムのサンプルをＳＲ
３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビー
ムで照射した。サンプルを水で３回すすぎ、それぞれ水に入れ、７０℃で１時間加熱した
。サンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。このサンプルの平均孔径及び水分
流動性を上述のように割り出し、両方の値がデュラポア「Ａ」フィルムと本質的に同等で
あることがわかった。
【０１５２】
　（実施例１７～２２）
　実施例１７～２２では、表３に示されているように、ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプ
ルをＳＲ３４４又はＳＲ６０３で飽和し、電子ビームで照射した。表３では、表に記載の
線量で同じサンプルを連続して照射した（すなわち、２回以上照射した）ことを示すため
に、電子ビームの照射線量を間に「＋」をはさんだ整数で示している。サンプルを照射し
た後、サンプルの第１の断片の水分流動性を上述のように測定した。サンプルの第２の断
片を６０℃のオーブンで１時間加熱し、サンプルを室温まで冷却した。サンプルの第２の
断片の水分流動性を上述のように測定した。表３に、データを示す。表３では、「モノマ
ー」という用語は、フィルムサンプルを飽和するのに使用したＰＥＧジアクリレート（Ｓ
Ｒ３４４）又はＰＥＧジメタクリレート（ＳＲ６０３）を指し、「線量」という用語は、
ｋＧｙで表される電子ビーム照射線量を指し、「流動性１」という用語は、サンプルの第
１の断片の水分流動時間（秒）を指し、「流動性２」という用語は、サンプルの第２の断
片（すなわち、６０℃で１時間加熱した片）の水分流動時間（秒）を指す。
【０１５３】
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【表３】

【０１５４】
　（実施例２３～２６）
　実施例２３、２５及び２６では、ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１
０重量％メタノール溶液で飽和した。実施例２４では、ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプ
ルをＳＲ６０３の２０重量％メタノール溶液で飽和した。表４に示すように、各サンプル
を線量２０ｋＧｙの電子ビームで照射した。次に、各サンプルをメタノールで洗浄し、乾
燥した。続いて、実施例２４及び２６のフィルムをＣＤ５５３の２０重量％メタノール溶
液で飽和した。続いて、実施例２５のフィルムをＣＤ５５３の１０重量％メタノール溶液
で飽和した。続いて、実施例２３のフィルムをＳＲ６０３の２０重量％メタノール溶液で
飽和した。続いて、表４に示すように、実施例２４～２６のフィルムを線量２０ｋＧｙの
電子ビームで照射した。続いて、表４に示すように、実施例２３のフィルムを線量４０ｋ
Ｇｙの電子ビームで照射した。表４では、実施例２３～２６それぞれで使用した２種類の
モノマーの表記を「／」で分ける。表４では、各照射工程で列挙した電子ビームの線量を
「－」で分ける。各サンプルをメタノールで洗浄し、乾燥した。サンプルを照射した後、
サンプルの第１の断片の水分流動性を上述のように測定した。サンプルの第２の断片を６
０℃のオーブンで１時間加熱し、サンプルを室温まで冷却した。サンプルの第２の断片の
水分流動性を上述のように測定した。表４に、データを示す。表４では、「モノマー」と
いう用語は、フィルムサンプルを飽和するのに使用したＰＥＧ４００ジアクリレート（Ｓ
Ｒ３４４）又はＰＥＧ４００ジメタクリレート（ＳＲ６０３）を指し、「線量」という用
語は、ｋＧｙで表される電子ビーム照射線量を指し、「流動性１」という用語は、サンプ
ルの第１の断片の水分流動時間（秒）を指し、「流動性２」という用語は、サンプルの第
２の断片（すなわち、６０℃で１時間加熱した片）の水分流動時間（秒）を指す。
【０１５５】
【表４】

【０１５６】
　（実施例２７）
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　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルを室温で乾燥
した。続いて、フィルムサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線量４
０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで再び照射した。続いて、サンプルをＭＥＫで抽出
し、水で抽出し、室温で乾燥した。続いて、サンプルの一部分を尿素２０％水溶液で飽和
し、６０℃のオーブンで４５分間加熱した。フィルムサンプルを取り出し、水で２回すす
ぎ、室温で乾燥した。次に、このサンプルの水分流動性を上述のように測定し、１５．９
秒であることがわかった。
【０１５７】
　（実施例２８）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＧＭＡの１０重量％メタノール溶液で飽和し、線
量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをＭＥＫで抽出し
、室温で乾燥した。続いて、非吸水性フィルムサンプルをジェフアミンＸＴＪ－５０４で
飽和し、フィルムをガラスバイアルに入れて蓋をした。フィルムを含有するバイアルを６
０℃まで１時間加熱した。バイアルを室温まで冷却し、その後、フィルムサンプルを取り
出し、メタノールで２回すすいだ。次に、すすいだフィルムサンプルを室温で乾燥した。
水滴をフィルムサンプルの上に置き、水滴がフィルムサンプルにすぐに（すなわち、ほぼ
瞬時に）吸収されることを観察した。次に、このサンプルの水分流動性を上述のように測
定し、１５．５秒であることがわかった。
【０１５８】
　（実施例２９）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線
量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをＭＥＫで抽出し
、室温で乾燥した。続いて、フィルムをＤＥＴＡで飽和し、このフィルムを６０℃のオー
ブンに１時間置いた。サンプルを室温まで冷却し、その後、フィルムサンプルをメタノー
ルで２回すすいだ。次に、すすいだフィルムサンプルを室温で乾燥した。続いて、このサ
ンプルの水分流動性を上述のように測定し、１６．０秒であることがわかった。
【０１５９】
　比較例６
　ＴＩＰＳ「Ｂ」フィルムのサンプルの水分流動性を上述のように測定し、６分よりも長
いことがわかった。
【０１６０】
　（実施例３０）
　ＴＩＰＳ「Ｂ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをメタノール
ですすぎ、室温で乾燥した。サンプルの第１の部分の水分流動性を上述のように測定し、
約５分であることがわかった。サンプルの第２の部分を６０℃のオーブンで１時間加熱し
、サンプルを室温まで冷却した。次に、サンプルの第２の部分の水分流動性を上述のよう
に測定し、約３．５分であることがわかった。
【０１６１】
　（実施例３１）
　室温で乾燥した実施例３０のフィルムのサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液
で飽和し、線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをＭ
ＥＫで抽出し、室温で乾燥した。続いて、サンプルの一部分をジェフアミンＸＴＪ－５０
４で飽和し、このフィルムをジップロックの袋（ZIPLOC bag）に入れ、密閉し、６０℃の
水浴に１時間置いた。サンプルを含有する袋を室温まで冷却し、その後、フィルムサンプ
ルを取り出し、メタノールで２回すすぎ、室温で乾燥した。次に、このサンプルの水分流
動性を上述のように測定し、約２．５分であることがわかった。
【０１６２】
　（実施例３２）
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　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。サンプルを水で３回すすぎ、
室温で乾燥した。次に、フィルムサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。続いて、サンプルをＭＥＫで
抽出し、水で抽出し、室温で乾燥した。続いて、サンプル片を、ＤＥＴＡが１６．７重量
％とジェフアミンＸＴＪ－５０４が１６．７重量％との水混合物で飽和し、このフィルム
を９０℃のオーブンで１５分間加熱した。サンプルを水で２回すすぎ、室温で乾燥した。
フィルムサンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。
【０１６３】
　（実施例３３）
　デュラポア「Ｂ」フィルムのサンプルを、本質的には実施例３２に記載されているよう
に処理した。フィルムサンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。
【０１６４】
　（実施例３４）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線
量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをＭＥＫで抽出し
、室温で乾燥した。続いて、サンプル片を、ＤＥＴＡが１６．７重量％とジェフアミンＸ
ＴＪ－５０４が１６．７重量％との水混合物で飽和し、９０℃のオーブンに１５分間置い
た。サンプルを室温まで冷却し、その後、水で２回すすぎ、室温で乾燥した。フィルムサ
ンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。
【０１６５】
　比較例７
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＤＥＴＡで飽和した。次に、フィルムを６５℃の
オーブンで１５分間加熱した。フィルムサンプルを水で２回すすいだ。すすいだフィルム
サンプルを室温で乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置き、水滴がフィルムに吸収
されないことを観察した。
【０１６６】
　（実施例３５）
　親水性ＥＶＯＨフィルムのサンプルをＡＰＴＡＣの２０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。サンプルを水で３回すすぎ、
室温で乾燥した。フィルムサンプルがまだ親水性であることを観察した。次に、フィルタ
ーフラスコのホルダーにこのフィルムを取り付け、減圧してフィルムにポンソーＳ色素（
Ponceau S dye）の１重量％水溶液を通過させることによって、フィルムに色素溶液を通
過させた。続いて、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは
赤色であった。
【０１６７】
　比較例８
　フィルターフラスコのホルダーにＥＶＯＨフィルムを取り付け、減圧して、このフィル
ムにポンソーＳ色素の１重量％水溶液を通過させることによって、フィルムに色素溶液を
通過させた。次に、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは
赤色ではなかった。
【０１６８】
　（実施例３６）
　約８秒間濡らしたＰＥＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノー
ル溶液で飽和し、線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプ
ルをＭＥＫですすぎ、室温で乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置くと（つやのあ
る（shinny）側が下で、このフィルムは表面薄層状の側面を備える）、水滴がフィルムサ
ンプルによりすばやく（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収されることを観察した。
【０１６９】
　（実施例３７）
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　ＰＥＢ「Ｂ」フィルムのサンプルをＡＰＴＡＣの２０重量％メタノール溶液で飽和し、
線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルを水で３回すす
ぎ、室温で乾燥した。フィルムサンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。次に
、フィルターフラスコのホルダーにフィルムを取り付け、減圧して、フィルムにポンソー
Ｓ色素の１重量％水溶液を通過させることによって、フィルムに色素溶液を通過させた。
続いて、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは明赤色であ
った。フィルムサンプルが片側に表面薄層を備えている場合、表面薄層はこれらの試験の
ときはホルダー内で下になるように置く。
【０１７０】
　比較例９
　フィルターフラスコのホルダーにＰＥＳ「Ｂ」フィルムを取り付け、減圧して、フィル
ムにポンソーＳ色素の１重量％水溶液を通過させることによって、フィルムに色素溶液を
通過させた。次に、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは
赤色ではなかった。
【０１７１】
　（実施例３８）
　ニラフロフィルムのサンプルをＡＰＴＡＣの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線量
４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、このサンプルを水で３回すす
ぎ、室温で乾燥した。フィルムサンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。次に
、フィルターフラスコのホルダーにこのフィルムを取り付け、減圧して、フィルムにポン
ソーＳ色素の１重量％水溶液を通過させることによって、フィルムに色素溶液を通過させ
た。続けて、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは赤色で
あった。
【０１７２】
　比較例１０
　フィルターフラスコのホルダーにニラフロフィルムを取り付け、減圧して、フィルムに
ポンソーＳ色素の１重量％水溶液を通過させることによって、フィルムに色素溶液を通過
させた。次に、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは明る
い桃色であった。
【０１７３】
　（実施例３９）
　ＴＩＰＳ「Ｃ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量１０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをメタノール
ですすぎ、室温で乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置き、水滴がフィルムサンプ
ルにすぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収されることを観察した。
【０１７４】
　（実施例４０）
　ＴＩＰＳ「Ｃ」フィルムのサンプルを、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで
照射する以外は、本質的に実施例３９に記載されるように処理した。水滴をフィルムサン
プルの上に置き、水滴がフィルムサンプルにすぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収される
ことを観察した。
【０１７５】
　（実施例４１）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ６０３の２０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、このサンプルをメタノ
ールですすぎ、室温で乾燥した。続いて、フィルムをＡＭＰＳの２０重量％水性メタノー
ル溶液で飽和し、線量３０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。続いて、この
フィルムを水ですすぎ、乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置き、水滴がフィルム
サンプルにすぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収されることを観察した。次に、フィルタ
ーフラスコのホルダーにこのフィルムを取り付け、減圧して、フィルムにメチレンブルー
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色素（Methylene Blue dye）の１重量％水溶液を通すことによって、フィルムに色素溶液
を通過させた。続いて、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィル
ムは青色であった。
【０１７６】
　（実施例４２）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ６０３の２０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、サンプルをメタノール
ですすぎ、室温で乾燥した。続いて、このフィルムをＡＰＴＡＣの２０重量％水性メタノ
ール溶液で飽和し、線量３０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。続いて、こ
のフィルムを水ですすぎ、乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置き、水滴がフィル
ムサンプルにすぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収されることを観察した。次に、フィル
ターフラスコのホルダーにこのフィルムを取り付け、減圧して、フィルムにポンソーＳ色
素（赤色色素）の１重量％水溶液を通すことによって、フィルムに色素溶液を通過させた
。続いて、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは赤色であ
った。
【０１７７】
　（実施例４３）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルを、ＡＰＴＡＣの代わりにＡＥＴＡＣを使用する以
外は、本質的には実施例４２に記載されているように処理した。水滴をフィルムサンプル
の上に置き、水滴がフィルムサンプルにすぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収されること
を観察した。次に、フィルターフラスコのホルダーにこのフィルムを取り付け、減圧して
、フィルムにポンソーＳ色素の１重量％水溶液を通すことによって、フィルムに色素溶液
を通過させた。続いて、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィル
ムは赤色であった。
【０１７８】
　（実施例４４）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線
量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。次に、このサンプルをＭＥＫで抽
出し、室温で乾燥した。続いて、まだ疎水性のサンプル片をジェフアミンＴ－５０００の
２０重量％ＭＥＫ溶液で飽和し、このフィルムをガラスバイアルに入れて蓋をした。濡れ
たフィルムを含有するバイアルを６０℃まで４５分間加熱した。バイアルを室温まで冷却
し、その後、フィルムサンプルを取り出し、水ですすぎ、２－プロパノールですすぎ、乾
燥した。フィルムサンプルが水によって簡単に濡れることを観察した。
【０１７９】
　（実施例４５）
　調製例１に従って調製したＰＶＤＦ不織布フィルムのサンプルをＡＰＴＡＣの２０重量
％水性メタノール溶液で飽和し、線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した
。次に、このサンプルを水で洗浄し、室温で乾燥した。続いて、フィルターフラスコのホ
ルダーにこのフィルムを取り付け、減圧して、フィルムにポンソーＳ色素の１重量％水溶
液を通すことによって、フィルムに色素溶液を通過させた。続いて、この不織布フィルム
を水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは赤色であった。
【０１８０】
　（実施例４６）
　ＴＩＰＳ「Ｃ」フィルムのサンプルを、ポルソーＳ色素溶液をフィルムに流す前に、フ
ィルムをイソプロパノールで飽和する以外は、本質的には実施例３５に記載されているよ
うに処理した。次に、このフィルムを水で十分に洗浄した後、フィルムは桃色であった。
【０１８１】
　（実施例４７）
　ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプルをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し
、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで上述の様式で照射した。次に、このフィ



(36) JP 5290767 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

ルムサンプルをＧＭＡの２０重量％メタノール溶液で飽和し、線量４０キログレイ（ｋＧ
ｙ）の電子ビームで上述の様式で再び照射した。続いて、このフィルムサンプルを瓶に入
れ、亜硫酸ナトリウム１０％、２－イソプロパノール１５％及び水７５％の溶液に浸した
。瓶に蓋をし、８０℃まで９０分間加熱した。この瓶を室温まで冷却し、その後、フィル
ムサンプルを取り出し、水ですすぎ、乾燥した。水滴をフィルムサンプルの上に置き、水
滴がフィルムサンプルにすぐに（すなわち、ほぼ瞬時に）吸収されることを観察した。次
に、サンプルの水分流動性を上述のように測定し、２３秒であることがわかった。続いて
、フィルターフラスコのホルダーにこのフィルムを取り付け、減圧して、フィルムにメチ
レンブルー色素の１重量％水溶液を通すことによって、フィルムに色素溶液を通過させた
。続いて、このフィルムを水で十分に洗浄した。この洗浄工程後に、フィルムは青色であ
った。
【０１８２】
　（実施例４８）
　窒素を充填したグローブボックスで、ＴＩＰＳ「Ｄ」フィルムのサンプルを２－ビニル
－４，４－ジメチルアズラクトン（ＴＣＩアメリカ（TCI America）、オレゴン州ポート
ランドから入手可能）で飽和した。飽和したフィルムをジップロック袋に移し、密閉し、
グローブボックスから取り出した。次に、ジップロック袋中のフィルムサンプルを線量４
０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで照射した。続いて、このフィルムサンプルを袋か
ら取り出し、室温で乾燥した。続いて、フィルムサンプルをＦＴＩＲで分析した。赤外ス
ペクトルは、アズラクトン部分がフィルム表面に存在することを示すピークを示していた
。
【０１８３】
　（実施例４９）
　ＴＩＰＳ「Ｄ」フィルムのサンプルを、２－ビニル－４，４－ジメチルアズラクトンの
代わりに２－イソシアネートエチルメタクリレートを用いる以外は、本質的には実施例４
８に記載されているように処理した。フィルムサンプルをＦＴＩＲで分析した。赤外スペ
クトルは、イソシアネート基がフィルム表面に存在することを示すピークを示していた。
【０１８４】
　（実施例５０）
　調製例２に従って調製したＰＶＤＦ不織布ウェブのサンプルに、メタノール６８％、水
８％及び（３－アクリルアミドプロピル）トリメチルアンモニウムクロライド（アルドリ
ッチ（Aldrich）から入手可能なＡＰＴＡＣ）２４％を含む溶液を吸収させ、完全に飽和
させて、厚み１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）カバーシートの間に挟
んだ。このサンドイッチ構造のサンプルを線量４０キログレイ（ｋＧｙ）（３００ｋｖで
）の電子ビームで加工し、照射後少なくとも１分間は閉じたままにしておいた。このサン
ドイッチ構造を開け、処理したウェブを取り出し、脱イオン（ＤＩ）水のトレイで３分間
すすいだ。
【０１８５】
　処理した不織布ウェブの４７ｍｍディスクを０．００３２Ｍメタニル黄色色素（Metani
l Yellow dye）溶液（アルファーエイサー（Alfa Aesar）（マサチューセッツ州ワードヒ
ル）から入手可能）１６ｍｌ及び脱イオン水４ｍｌとともに２０ｍＬバイアルに入れるこ
とによって官能性試験を行なった。このバイアルを１２時間揺らすことによって攪拌し、
色素溶液が、処理したディスクと確実に平衡状態になるようにした。結果は、負電荷を有
する色素が、正電荷を有するＡＰＴＡＣがグラフトされたＥＶＯＨ不織布に結合してウェ
ブが橙色になり、バイアルに残った色素溶液はほとんど透明であった。色素をグラフトさ
れた不織布繊維に結合した。ＡＰＴＡＣがグラフトされていないコントロールＥＶＯＨフ
ィルムを同じ様式で試験した。溶液に残った色素の色強度に基づくと、色素はほとんど結
合していないか、又は全く結合していなかった。結合した色素は、水ですすいでもウェブ
から落ちなかった。
【０１８６】
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　（実施例５１）
　調製例２に従って調製したＰＶＤＦ不織布ウェブのサンプルに、メタノール５２％、水
２４％及び（２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸ナトリウム塩（ＡＭＰ
Ｓ）２４％を含む溶液を吸収させ、完全に飽和させて、厚み１００μｍのＰＥＴカバーシ
ートの間に挟んだ。このサンドイッチ構造のサンプルを線量４０キログレイ（ｋＧｙ）（
３００ｋｖで）の電子ビームで加工し、照射後少なくとも１分間は閉じたままにしておい
た。このサンドイッチ構造を開け、処理したウェブを取り出し、脱イオン水のトレイで３
回すすいだ。
【０１８７】
　処理した不織布ウェブの４７ｍｍディスクを０．００３２Ｍキナルジン赤色色素溶液（
ＴＣＩ（日本、東京）から入手可能）１６ｍｌ及び脱イオン水４ｍｌとともに２０ｍＬバ
イアルに入れることによって官能性試験を行なった。このバイアルを１２時間揺らすこと
によって攪拌し、色素溶液が、処理したディスクと確実に平衡状態になるようにした。結
果は、正電荷を有する色素が、負電荷を有するＡＭＰＳがグラフトされたＥＶＯＨ不織布
に結合してウェブが紫色になり、バイアルに残った色素溶液はほとんど透明であった。色
素を繊維でコーティングされた不織布に結合した。ＡＭＰＳグラフトが接合していないコ
ントロールＥＶＯＨフィルムを同じ様式で試験し、溶液に残った色素の色強度に基づくと
、色素はほとんど結合していないか、又は全く結合していないことを示した。結合した色
素は、水ですすいでもウェブから落ちなかった。
【０１８８】
　（実施例５２）
　溶融物を金属表面に直接鋳造する場合に溶融表面で溶融物の塊よりも早く結晶化するこ
と（すなわち、スキニング（skinning））が起こり得る「スキニング」の程度を最小限に
するためにトリアセチンの薄層でコーティングした模様付きクロム鋳造ホイールで溶融物
を鋳造することによって作製されたフィルム以外で、ＴＩＰＳ「Ａ」フィルムのサンプル
を使用した。このフィルム厚は約５６μｍであった。フィルム表面のわずかな皮膜は、流
動性の低下が起こる前にグラフトできる量のＡＰＴＡＣモノマーに限定できる。
【０１８９】
　このフィルムをＳＲ３４４の１０重量％メタノール溶液で飽和し、厚み１００μｍのＰ
ＥＴカバーシートの間に挟み、線量２０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで上述の様式
で照射した。少なくとも１分間待った後に、このサンドイッチ構造を開け、フィルムを取
り出し、フィルムを脱イオン水（トレイ中）で２回すすぎ、乾燥した。次に、このフィル
ムサンプルをＡＰＴＡＣ（７５％モノマー水溶液）の２４重量％メタノール溶液で飽和し
、線量４０キログレイ（ｋＧｙ）の電子ビームで上述の様式で再び照射した。少なくとも
１分間待った後に、このサンドイッチ構造を開け、フィルムを脱イオン水（トレイ中）で
３回すすぎ、風乾した。
【０１９０】
　処理したＰＶＤＦウェブの４７ｍｍディスクを０．００１６Ｍメタニル黄色色素溶液（
アルファーエイサー（マサチューセッツ州ワードヒル）から入手可能）５ｍｌ及び脱イオ
ン水３ｍｌとともに８ｍＬバイアルに入れることによって官能性試験を行なった。このバ
イアルを１２時間揺らすことによって攪拌し、色素溶液が、処理したディスクと確実に平
衡状態になるようにした。結果は、負電荷を有する色素が、正電荷を有するＡＰＴＡＣが
グラフトされたＰＶＤＦフィルムに結合してウェブが緑色がかった色になり（もともとは
青色）、色素溶液はほとんど透明であった。色素は膜に結合しており、水ですすいでも落
ちなかった。
【０１９１】
　本明細書を特定の実施形態について詳述してきたが、前述の事項を理解することにより
、当業者がこれらの実施形態に対する変更、その変形、及びそれらの相当物を容易に想像
できることは明らかである。それ故に、本発明の範囲は、添付の請求項及びそれらのあら
ゆる等価物の範囲と判定すべきである。
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【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】本発明の官能化基材を作製する代表的な方法の工程を示す。
【図２】本発明の官能化基材を作製する代表的な方法の工程を示す。

【図１】 【図２】
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