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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年4月7日(2016.4.7)

【公表番号】特表2015-520132(P2015-520132A)
【公表日】平成27年7月16日(2015.7.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-045
【出願番号】特願2015-507313(P2015-507313)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抗微生物表面を備えた基材を提供する方法であって、表面キャビティを有する外側溶射
金属コートを備えた基材を機械的に摩耗させて、キャビティの深さを低減し、キャビティ
の中間にある領域において露出し摩耗した金属表面を生成するステップを含み、金属コー
トは場合によってその上に形成されたポリマーフィルムを有する、前記方法。
【請求項２】
　外側溶射金属コートの表面が表面粗さ(Ra

1)を有し、摩耗することによって生成された
表面が表面粗さ(Ra

2)を有し、Ra
2<Ra

1である、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　Ra

1>2Ra
2である、請求項2に記載の方法。

【請求項４】
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　Ra
1が少なくとも4μmである、請求項2に記載の方法。

【請求項５】
　Ra

1が4μmから30μmの間である、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　Ra

2が10μm以下である、請求項2に記載の方法。
【請求項７】
　Ra

2が6μm以下である、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　(Ra

1-2)>Ra
2である、請求項5、6又は7に記載の方法。

【請求項９】
　外側溶射金属コートの表面がRv

1を有し、摩耗することによって生成された表面がRv
2を

有し、Rv
2<Rv

1である、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　Rv

2/Rv
1≦0.8である、請求項9に記載の方法。

【請求項１１】
　Rv

2/Rv
1≦0.5である、請求項10に記載の方法。

【請求項１２】
　Rv

2/Rv
1≦0.2である、請求項11に記載の方法。

【請求項１３】
　Rv

2≦40μmである、請求項9から12のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　Rv

2≦25μmである、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　金属が、銅、銅の合金、銀及びその合金、亜鉛、スズ、ステンレス鋼、並びにそれらの
任意の組合せからなる群から選択される金属を含む、請求項1から14のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１６】
　コートを摩耗するステップの後に、表面コートを研磨するステップをさらに含む、請求
項1から15のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　摩耗するステップが抗微生物表面を調製する最終ステップである、請求項1から15のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　研磨するステップが抗微生物表面を調製する最終ステップである、請求項16に記載の方
法。
【請求項１９】
　表面キャビティを有する外側溶射金属コートを備えた基材を用意するステップをさらに
含む、請求項1から18のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　表面キャビティを有する外側溶射金属コートを備えた基材を用意するステップが、基材
を溶融金属粒子で溶射して、コートを形成し、場合によっては塗布するステップを含む、
請求項19に記載の方法。
【請求項２１】
　溶射金属コートを有する基材を用意するステップが、
　a)所定範囲内の平均温度、所定範囲内の平均速度を有する溶融金属粒子のジェットの供
給源を用意するステップと、
　b)前記溶融金属粒子のジェットを基材の表面に方向付け、それによって金属コートを基
材表面に被着させるステップとを含み、前記供給源は基材から所定の距離を置き、前記平
均速度及び前記平均温度は、溶融小滴が基材の表面を被覆するので溶融金属粒子の温度が
金属の融点に非常に近くなるように所与の金属について選択される、請求項20に記載の方



(3) JP 2015-520132 A5 2016.4.7

法。
【請求項２２】
　溶融金属粒子のジェットがワイヤアーク溶射ガンで供給される、請求項21に記載の方法
。
【請求項２３】
　表面キャビティを有する金属コートが約100から約500μmの間の厚さを有する、請求項1
から22のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　基材が有機基材である、請求項1から23のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　有機基材が木材、木材とポリマーの複合体、及びポリマー基材から選択される、請求項
24に記載の方法。
【請求項２６】
　金属コートがその上に形成されたポリマーフィルムを有する、請求項1から25のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項２７】
　摩耗ステップより前に、有機ポリマーフィルムを金属コート上に形成するステップをさ
らに含む、請求項1から25のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　有機ポリマーフィルムを形成するステップが、フィルムを3～20μmの厚さに形成するス
テップを含む、請求項27に記載の方法。
【請求項２９】
　有機ポリマーフィルムを形成するステップが、溶射金属コートにポリマー分子を含有す
る溶液又はプレポリマー混合物を塗布するステップを含む、請求項27又は28に記載の方法
。
【請求項３０】
　有機ポリマーフィルムを形成するステップが、溶液を塗布し、溶射金属コートのキャビ
ティの壁にフィルムコートを形成するステップを含む、請求項29に記載の方法。
【請求項３１】
　摩耗するステップが、フィルム被覆金属を機械的に摩耗させて、下にある金属を露出さ
せ、露出させた金属とポリマーフィルムで壁が被覆されているキャビティとを含む表面を
作製するステップを含む、請求項26から30のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　溶液が液体溶液である、請求項29に記載の方法。
【請求項３３】
　フィルムを形成するステップが、コートにプレポリマー混合物を塗布し、プレポリマー
成分を硬化させるステップを含む、請求項27から31のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　ポリマー分子を含有する溶液又はプレポリマー混合物が1つ以上の殺生物剤をさらに含
む、請求項28から31のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　1つ以上の殺生物剤が、銀イオン、銅イオン、鉄イオン、亜鉛イオン、ビスマスイオン
、金イオン、アルミニウムイオン、銀、銅、亜鉛、金属酸化物などの重金属及び酸化物の
ナノ粒子、酸化マグネシウムの塩素又は臭素付加物などの金属酸化物-ハロゲン付加物、
第四級アンモニウム化合物、例えば2,4,4'-トリクロロ-2'-ヒドロキシジフェニルエーテ
ル、クロルヘキシジン、トリクロサン、ヒドロキシアパタイト、ゲンタマイシン、セファ
ロチン、カルベニシリン、アモキシシリン、セファマンドール、トブラマイシン、バンコ
マイシン、第四級アンモニウム塩、例えばN,N-ドデシル、メチル-ポリエチレンイミンな
どの抗ウイルス剤、抗菌ペプチド、チャノキ油、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチ
ルパラベン、イソブチルパラベン、イソプロピルパラベン、ベンジルパラベン、及びそれ
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らの塩などのパラベン、アリルアミン、エキノキャンディン、ポリエン抗菌薬、イミダゾ
ール、トリアゾール、チアゾール及びベンゾイミダゾールなどのアゾール、イソチアゾリ
ノン、イミダゾリウム、ケイ酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、ヨウ
化カリウム、硫黄、グレープフルーツ種子抽出物、レモンマートル、オリーブ葉抽出物、
パチュリ、シトロネラ油、オレンジ油、パウダルコ及びニーム油からなる群から選択され
る、請求項34に記載の方法。
【請求項３６】
　ポリマーフィルムが、アクリル皮膜、エポキシ皮膜、シリコーン皮膜、アルキド皮膜、
ウレタン皮膜及びポリフッ化ビニル皮膜からなる群から選択される、請求項26から35のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項３７】
　フィルムを形成するステップが1つ以上の殺生物剤をフィルムに組み込むステップを含
む、請求項27に記載の方法。
【請求項３８】
　1つ以上の殺生物剤が、銀イオン、銅イオン、鉄イオン、亜鉛イオン、ビスマスイオン
、金イオン、アルミニウムイオン、銀、銅、亜鉛、金属酸化物などの重金属及び酸化物の
ナノ粒子、酸化マグネシウムの塩素又は臭素付加物などの金属酸化物-ハロゲン付加物、
第四級アンモニウム化合物、例えば2,4,4'-トリクロロ-2'-ヒドロキシジフェニルエーテ
ル、クロルヘキシジン、トリクロサン、ヒドロキシアパタイト、ゲンタマイシン、セファ
ロチン、カルベニシリン、アモキシシリン、セファマンドール、トブラマイシン、バンコ
マイシン、第四級アンモニウム塩、例えばN,N-ドデシル、メチル-ポリエチレンイミンな
どの抗ウイルス剤、抗菌ペプチド、チャノキ油、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチ
ルパラベン、イソブチルパラベン、イソプロピルパラベン、ベンジルパラベン、及びそれ
らの塩などのパラベン、アリルアミン、エキノキャンディン、ポリエン抗菌薬、イミダゾ
ール、トリアゾール、チアゾール及びベンゾイミダゾールなどのアゾール、イソチアゾリ
ノン、イミダゾリウム、ケイ酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、ヨウ
化カリウム、硫黄、グレープフルーツ種子抽出物、レモンマートル、オリーブ葉抽出物、
パチュリ、シトロネラ油、オレンジ油、パウダルコ及びニーム油からなる群から選択され
る、請求項37に記載の方法。
【請求項３９】
　表面キャビティを有する外側溶射金属コートの表面粗さ(Ra

1)が銅を含み、摩耗するス
テップによって低減されて、Ra

2<Ra
1であるような粗さ(Ra

2)を有する表面が作製され、低
減は、Ra

2が、表面に曝露させたグラム陰性菌においてPBS緩衝液の存在下に膨潤を2時間
誘導する範囲にあるような粗さを維持するのに十分小さい、請求項1に記載の方法。
【請求項４０】
　グラム陰性菌が大腸菌である、請求項39に記載の方法。
【請求項４１】
　前記曝露が、前記細菌を増殖条件下で増殖させるステップを含み、細菌がコートと同じ
組成を有する金属薄板上で前記膨潤なしに増殖する、請求項39又は40に記載の方法。
【請求項４２】
　表面に曝露させた前記膨潤細菌が、金属薄板に曝露させた細菌のサイズの少なくとも2
倍に膨潤する、請求項41に記載の方法。
【請求項４３】
　金属薄板が約0.54μmの表面粗さ(Ra

m)を有する、請求項39から42のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項４４】
　抗微生物表面を有する物品であって、露出したキャビティを有する露出した金属表面を
備えた金属コートが覆っている基材を含み、表面が1.0から10μmの間の表面粗さ(Ra)を有
する、物品。
【請求項４５】
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　金属コートが基材上に直接形成され、基材に直接固定される、請求項44に記載の物品。
【請求項４６】
　金属コートが溶射金属コートである、請求項44又は45に記載の物品。
【請求項４７】
　露出した金属表面が、前記キャビティの中間にある摩耗した金属部分を含む、請求項46
に記載の物品。
【請求項４８】
　抗微生物表面を有する物品であって、溶射金属コートが覆っている基材を含み、表面は
露出したキャビティを有し、金属の一部分は外に向かって露出し、キャビティの壁は有機
ポリマーフィルムで被覆されている物品。
【請求項４９】
　表面が10μm以下の表面粗さ(Ra)を有する、請求項48に記載の物品。
【請求項５０】
　Raが0.2から6μmの間である、請求項49に記載の物品。
【請求項５１】
　表面のRvが≦40μmである、請求項44から50のいずれか一項に記載の物品。
【請求項５２】
　Rv≦20μmである、請求項51に記載の物品。
【請求項５３】
　金属が、銅、銅合金、及びそれらの任意の組合せからなる群から選択される金属を含む
、請求項44から52のいずれか一項に記載の物品。
【請求項５４】
　金属コートが100から500μmの間の厚さを有する、請求項44から53のいずれか一項に記
載の物品。
【請求項５５】
　基材が有機基材である、請求項44から54のいずれか一項に記載の物品。
【請求項５６】
　有機基材が木材、木材とポリマーの複合体、及びポリマー基材から選択される、請求項
55に記載の物品。
【請求項５７】
　金属コートのキャビティの壁に形成された有機ポリマーフィルムをさらに含む、請求項
44から56のいずれか一項に記載の物品。
【請求項５８】
　有機ポリマーフィルムが3～20μmの厚さを有する、請求項57に記載の物品。
【請求項５９】
　ポリマーフィルムに組み込まれている1つ以上の殺生物剤をさらに含む、請求項57又は5
8に記載の物品。
【請求項６０】
　1つ以上の殺生物剤が、銀イオン、銅イオン、鉄イオン、亜鉛イオン、ビスマスイオン
、金イオン、アルミニウムイオン、銀、銅、亜鉛、金属酸化物などの重金属及び酸化物の
ナノ粒子、酸化マグネシウムの塩素又は臭素付加物などの金属酸化物-ハロゲン付加物、
第四級アンモニウム化合物、例えば2,4,4'-トリクロロ-2'-ヒドロキシジフェニルエーテ
ル、クロルヘキシジン、トリクロサン、ヒドロキシアパタイト、ゲンタマイシン、セファ
ロチン、カルベニシリン、アモキシシリン、セファマンドール、トブラマイシン、バンコ
マイシン、第四級アンモニウム塩、例えばN,N-ドデシル、メチル-ポリエチレンイミンな
どの抗ウイルス剤、抗菌ペプチド、チャノキ油、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチ
ルパラベン、イソブチルパラベン、イソプロピルパラベン、ベンジルパラベン、及びそれ
らの塩などのパラベン、アリルアミン、エキノキャンディン、ポリエン抗菌薬、イミダゾ
ール、トリアゾール、チアゾール及びベンゾイミダゾールなどのアゾール、イソチアゾリ
ノン、イミダゾリウム、ケイ酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、ヨウ
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化カリウム、硫黄、グレープフルーツ種子抽出物、レモンマートル、オリーブ葉抽出物、
パチュリ、シトロネラ油、オレンジ油、パウダルコ及びニーム油からなる群から選択され
る、請求項59に記載の物品。
【請求項６１】
　ポリマーフィルムが、アクリル皮膜、エポキシ皮膜、シリコーン皮膜、アルキド皮膜、
ウレタン皮膜及びポリフッ化ビニル皮膜からなる群から選択される、請求項57から60のい
ずれか一項に記載の物品。
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