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(57)【要約】
　本発明は、仕上げ剤、仕上げ層、仕上げた紡織繊維および織布ならびに紡織繊維および
織布を仕上げる方法に関する。本発明により製造された布地は、複数回、活性物質、また
は活性成分を受け入れられ、塗布の機能により、周りの媒体に等方的方法で、または非等
方的方法で隣接している層に付着できる。その仕上げ層は、膨張性および活性物質を受け
入れる性能を特徴とする。ポリマー層は、膨張中に、１つ以上のゲスト分子を受け入れ可
能なナノポケットを形成する。活性物質は仕上がった織物が運ばれる間に、体温、湿度、
摩擦および移動に助けられ、放出、脱着する。シクロデキストリンに基づく既知のインテ
リジェントバイオ生地とは対照的に、本発明によれば、より広い範囲の活性物質の布地表
面への複数回塗布が可能である。活性物質は、装填された布地の着用時に付着され、着用
者に皮膚的または経皮的に吸収され、目的部位に所望の効果を及ぼす。
【選択図】なし



(2) JP 2008-506865 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　架橋性ポリマーバインダー、界面活性剤および一般的な多官能性架橋剤を含む紡織繊維
と織物の仕上げ剤を製造するための仕上げ剤配合物であって、該組成物が、架橋性スペー
サー物質からなり、かつ、好ましくは親油性に変性したポリマーバインダーと共に、プロ
トン性極性および／または非プロトン性極性物質により膨張可能なナノポケットを有する
繰返し活性物質を装填できるポリマー仕上げ層を製造できることを特徴とする仕上げ剤配
合物。
【請求項２】
　ポリマーバインダーが、架橋性、脂肪変性で、水乳化した、Ｃ２～Ｃ１８アクリル、エ
ポキシ、酢酸ビニル、ビニルピロリドンの各ポリマーおよびそれらのブロックポリマーま
たはウレタンポリマーの群から選択されることを特徴とする、請求項１に記載の仕上げ剤
配合物。
【請求項３】
　ポリマーバインダーが、製造される仕上げ層の乾燥物質含量に対して４０～８０％、好
ましくは５０～６５％の割合で存在することを特徴とする、請求項１または２に記載の仕
上げ剤配合物。
【請求項４】
　多官能性人工樹脂化合物、好ましくはα－アミノアルキル化生成物、例えばメチロール
化および／またはメトキシル化エチレンカルバミドまたはメラミン化合物などが、架橋剤
として添加されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の仕上げ剤配合
物。
【請求項５】
　架橋剤が、製造される仕上げ層の乾燥物質含量に対して５～４０％、好ましくは１０～
２０％の割合で存在することを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の仕上げ
剤配合物。
【請求項６】
　スペーサー物質が、以下の群：ポリエーテル鎖、好ましくはポリオキシエチレン、ポリ
オキシプロピレン、ブロックポリマーおよび／または好ましくは末端にヒドロキシル、ア
ミノ、カルボニル、カルボキシル、酸アミド、イソシアネート、Ｎ－メチロールもしくは
メトキシ－Ｎ－メチロールの各官能基を有するＣ２～Ｃ１８の鎖から選択されることを特
徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項７】
　スペーサー物質が、製造される仕上げ層の乾燥物質含量に対して５～４０％、好ましく
は１０～２５％の割合で存在することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載
の仕上げ剤配合物。
【請求項８】
　架橋触媒として、次の群：塩化マグネシウム、モノおよびポリカルボン酸または酸分離
化合物としてのエステルからの物質が添加されることを特徴とする、請求項１～７のいず
れか一項に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項９】
　架橋触媒が、製造される仕上げ層の乾燥物質含量に対して１～８％、好ましくは２～４
％の割合で存在することを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の仕上げ剤配
合物。
【請求項１０】
　ＨＬＢ値が３～１５の範囲のアニオン性および非イオン性物質が界面活性剤として添加
されており、後者が次の群：クエン酸グリセリル、ラウリン酸グリセリル、脂肪変性ソル
ビタン誘導体、好ましくはスパンおよびトゥイーンシリーズからの乳化剤、セタリルグル
コシド、オレイン酸ポリグリセリル、ステアリン酸ポリグリセリルならびにシロキサンポ
リグリコールエーテルおよび／またはシロキサンポリグルコシドから選択されることを特
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徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項１１】
　界面活性剤が、製造される仕上げ層の乾燥物質含量に対して２～２５％、好ましくは５
～８％の割合で存在することを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の仕上
げ剤配合物。
【請求項１２】
　仕上げ層を製造している間に、仕上げ層－繊維複合材料中の透過構造の発生および空間
的拡大を制御するために、ＣＯ２および／またはＮ２を分離し、および／または非反応性
である膨張作用を有する物質が添加されることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか
一項に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項１３】
　ＣＯ２および／またはＮ２を分離するブローガス物質が、アセト酢酸、２，２’－アゾ
ビス－イソブチロニトリルおよび２，２’－アゾビス－（２－メチルプロパン）からなる
群からの有機物質、および／またはＣＯ２を分離する無機の炭酸水素ナトリウムを酸分離
触媒と組み合わせて含むことを特徴とする、請求項１２に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項１４】
　６０℃と２００℃の間、好ましくは１２０℃の沸点を有する、好ましくは酢酸エチル、
メチルグリコールアセテートおよび／またはジグリコールジメチルエーテルが、極性で非
反応性の膨潤溶媒として加えられることを特徴とする、請求項１２に記載の仕上げ剤配合
物。
【請求項１５】
　膨張性物質が、製造される仕上げ層の乾燥物質含量に対して１～１５％、好ましくは２
～５％の割合で存在することを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一項に記載の仕上
げ剤配合物。
【請求項１６】
　シクロデキストリン、デンドリマーおよび／またはグルカンからなる群からのかご形分
子を含むことを特徴とする、請求項１～１５のいずれか一項に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項１７】
　かご形分子が、製造される仕上げ層の乾燥物質含量に対して１～２０％、好ましくは８
～１５％の割合で存在することを特徴とする、請求項１～１６のいずれか一項に記載の仕
上げ剤配合物。
【請求項１８】
　１００ｎｍ～４００ｎｍのＵＶ範囲、または４００ｎｍ～８００ｎｍの可視範囲の光に
より架橋できることを特徴とする、前記請求項のいずれか一項に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項１９】
　熱的におよび／またはＵＶもしくは青色光で硬化したプレポリマーまたはモノマー、な
らびにスペーサー機能を有する少なくとも１つの成分および界面活性剤を含むことを特徴
とする、請求項１８に記載の仕上げ剤配合物。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の仕上げ剤配合物を用いて加工され、プロトン性
極性および／または非プロトン性極性物質により膨張させることができ、膨張した状態で
活性物質を繰返し装填できるナノポケットを表わすことを特徴とする、紡織繊維および織
物のための仕上げ剤。
【請求項２１】
　ナノポケットが、それらの空間的拡大に対して確率論的分布を示すことを特徴とする、
請求項２０に記載の仕上げ剤。
【請求項２２】
　ナノポケットの大きさの上限が５００ｎｍであることを特徴とする、請求項２０に記載
の仕上げ剤。
【請求項２３】
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　ミクロ孔とメソ孔の大きさが１～２５μｍの範囲であるミクロまたはメソ毛細管を示す
ことを特徴とする、請求項２０に記載の仕上げ剤。
【請求項２４】
　シクロデキストリン、デンドリマーまたはグルカンあるいはそれらの混合物からなる群
からのかご形分子を含むことを特徴とする、請求項２０～２３のいずれか一項に記載の仕
上げ剤。
【請求項２５】
　銀ゼオライトを含むことを特徴とする、請求項２０～２４のいずれか一項に記載の仕上
げ剤。
【請求項２６】
　請求項２０～２５のいずれか一項に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方
法であって、請求項１～１９のいずれか一項に記載の少なくとも１つの仕上げ剤配合物を
使用することを特徴とする方法。
【請求項２７】
　仕上げ剤配合物が、紡織繊維および織物に標準的な工業的塗布技術、例えばパッド染色
、コーティングまたは吹付けを用いて塗布し、次いで乾燥し、固定させることを特徴とす
る、請求項２６に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方法。
【請求項２８】
　仕上がった繊維および織物を、５０℃と１５０℃の間の温度で３０～１８０秒間、通常
の工業用機械、例えばテンターフレームまたはホットフルーを用いて乾燥することを特徴
とする、請求項２７に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方法。
【請求項２９】
　仕上げ層を固定させるとき、使用したポリマー／架橋系に応じて、好ましくは熱および
／またはＵＶもしくは青色光放射反応装置を使用することを特徴とする、請求項２７また
は２８に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方法。
【請求項３０】
　熱固定が、１２０℃と２００℃の間の温度、好ましくは１４０～１６０℃で起こること
を特徴とする、請求項２９に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方法。
【請求項３１】
　化学固定が、織物がＵＶもしくは青色光硬化により乾燥した後に行われることを特徴と
する、請求項２９に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方法。
【請求項３２】
　１００ｎｍ～４００ｎｍのＵＶ範囲または４００ｎｍ～８００ｎｍの可視範囲の光が固
定のために使用されることを特徴とする、請求項３１に記載の紡織繊維および織物の仕上
げ剤を製造する方法。
【請求項３３】
　アクリレート系仕上げ層が保護雰囲気下で固定されることを特徴とする、請求項３１ま
たは３２に記載の方法。
【請求項３４】
　活性物質が、固定化前に仕上げ剤成分に既に添加されていることを特徴とする、請求項
３１～３３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　特に合成繊維材料のホスト系の洗濯耐久性を増大させるために反応性基を含有するプラ
イマー層を塗布する、プライマー層の塗布を仕上げ層の塗布に先立って行うことを特徴と
する、請求項２６～３４のいずれか一項に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造す
る方法。
【請求項３６】
　かご形分子を仕上げるべき布にさらに塗布することを特徴とする、請求項２６～３５の
いずれか一項に記載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方法。
【請求項３７】
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　完全に固定された仕上げ層を、プロトン性極性および／または非プロトン性極性物質、
好ましくは活性物質の水性エマルジョンを用いて膨張させ、その間に仕上げ層中のミクロ
ポケットに活性成分を装填することを特徴とする、請求項２６～３６のいずれか一項に記
載の紡織繊維および織物の仕上げ剤を製造する方法。
【請求項３８】
　紡織繊維および織物を含む群から選択される担体材料、および該担体材料に塗布された
請求項２０～２５のいずれか一項に記載の仕上げ剤からなる布地物品。
【請求項３９】
　織布として設計されており、少なくとも片側に前記請求項２０～２５のいずれか一項に
記載の仕上げ剤が施されていることを特徴とする、請求項３８に記載の布地物品。
【請求項４０】
　第２の側に、シクロデキストリン、デントリマーもしくはグルカンまたはそれらの混合
物からなる群からのかご形分子を含む仕上げ剤が施されていることを特徴とする、請求項
３９に記載の布地物品。
【請求項４１】
　第２の側に、銀ゼオライトを含む仕上げ剤が施されていることを特徴とする、請求項４
０に記載の布地物品。
【請求項４２】
　少なくとも１つの好ましくは親油性の活性物質を繰返し装填できることを特徴とする、
請求項３８～４１のいずれか一項に記載の布地物品。
【請求項４３】
　少なくとも１つの好ましくは親油性の活性物質が装填されていることを特徴とする、請
求項３８～４２のいずれか一項に記載の布地物品。
【請求項４４】
　少なくとも１つの活性物質が、オレガノまたはゴボウの根の抽出物のフェノールカルボ
ン酸、ファルネソールまたはγリノレン酸（月見草油）、親油性鎮痛薬、ホルモンまたは
ビタミン、スコポラミン、シンナリジン、メクロジン、ニコチン、ヘパリン、抗ヒスタミ
ン剤、ジクロフェナク、トリニトログリセリンの群から選択されることを特徴とする、請
求項４２または４３に記載の布地物品。
【請求項４５】
　塗布された仕上げ層の質量が、布地の乾燥重量に対して１％と１０％の間、好ましくは
２％と４％の間であることを特徴とする、請求項３８～４４のいずれか一項に記載の布地
物品。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、紡織繊維および織物の仕上げ剤配合物および再装填可能な仕上げ剤、ならび
に上記機能層を紡織繊維および織物に適用する方法に関する。同様に、本発明は、本発明
による方法に基づいて繰返し装填できる仕上げ剤により処理されまたは得られた紡織繊維
および織物に関する。
【０００２】
　被覆または仕上げ加工した織物の市場は、織物部門において今日おそらく最も急速に成
長している。被覆または仕上げ加工した織物の機能性に対する要求がますます厳しくなり
つつあり、一方で同時に、より厳しい環境および消費者保護の法律が入手できる化学物質
の範囲により大きな制限を加えている。それ故、仕上げ剤は、選択が制限される出発物質
を用いて新規でおよび／または改良された機能を提供する新製品を生み出すことを求めら
れている。文献および実地手法は、汚れ反発力、水および／または油反発力、ＵＶ耐性、
耐磨耗性および耐薬品性に関する紡織繊維の表面特性に影響を及ぼし、改良する複数の被
覆剤について記載している。これらの機能のすべてにおいて、織物製品の着用者をいくつ
かの外部の影響に対して保護すること、すなわち材料を着用者の身体から遠ざけることに
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重点が置かれる。
【０００３】
　用語「インテリジェント布地」とは、被覆剤／仕上げ剤を含み、身体に近接して着用さ
れ、衣類が着用されている間に着用者の皮膚に与えられ、あるいは仕上げ剤から放出され
る活性な治療用または化粧用成分を有する衣類を提供することを可能にする既知の布地を
含めて今日既に使用されている用語である。経済的に興味深い活性成分の範囲は、大きい
ものと考えられ、神経皮膚炎患者のための軟膏中のコルチゾンおよび喫煙離脱者のための
ニコチンから皮膚クリーム中の抗皺剤まで広がる。上記のインテリジェントバイオ仕上げ
剤を介した皮膚への鎮痛薬、ホルモン、ビタミン、または日射しよけの連続的供給は既に
提案されている。抗菌性物質を、不快な汗の臭いの発生を防ぐために、下着、靴下、スポ
ーツ衣料またはシューズ等の布地に使用できることも知られている。
【０００４】
　以下で外に特に規定がなければ、活性成分および活性物質は医薬品および健康物質と見
なされる。薬事法は、前者を疾病、苦痛、身体障害または病徴を治癒、軽減、防止または
検出するために、ヒトまたは動物の体に適用する物質および物質の組成物として定義して
いる。健康物質は、生活のすべての肉体的および精神的状況の全般的な意味の健康を高め
、心と体と精神を自然と調和させるために使用する物質である。以下において健康物質は
、また、化粧品として理解すべきでもある。上のカテゴリー化に基づいて医薬品の中に含
まれるべき「自然薬品」および伝統薬の両方に由来するいくつかの薬剤的に活性な物質を
それらのそれぞれの用途と共に以下にまとめる：
乗り物酔い：スコポラミン、シンナリジン、メクロジン；
禁煙：ニコチン；
血管障害：ヘパリン；
枯草熱：セチリジンを含む抗ヒスタミン剤；
筋肉／関節痛：ジクロフェナク；および
狭心症：トリニトログリセリン。
【０００５】
　織物仕上げにおけるインテリジェント仕上げ剤を製造するには基本的に２つの異なる方
法が存在する。一方においては、装填可能なかご形分子、例えば、シクロデキストリンま
たはデンドリマーが、被覆すべき表面に塗布され、またはそれぞれの活性成分と混合され
たポリマーバインダー系（例えば、ポリアクリレートまたはポリメタン）が、織物基材に
塗布される。かご形分子によって機能化された層は、被覆物質を作成済みのポリマーバイ
ンダーと活性物質との混合物からなる層とは対照的に、繰返し装填することができ、織物
仕上げの過程において仕上げ剤として塗布されたものである。
【０００６】
　前述の製造法は、両方とも、主として対象用途、特に製造されるべき仕上げ層の機能に
関係する不都合を伴う。
【０００７】
　かご形分子で製造された層に対する適用の範囲は、分子の大きさおよび幾何学的形状、
ならびに組み込まれる物質に対する親和性によって大きく制限され、そのため非常に狭い
限界内にセットできるに過ぎない。シクロデキストリンは、例えば、極性のＯＨ基をもつ
外側と疎水性の内側とを有する中空構造の６～８個のグルコース単位を含むオリゴ糖であ
る。その結果、小さな親油性の活性物質を組み込むことができるのみで、そのために目的
物およびシクロデキストリン含有仕上げ剤の普遍性に大きな制約を与える。そのため、通
常は活性物質が既に装填されているかご形分子を、仕上げ用液体と混合し、織物仕上げ機
によって織物に塗布する。得られた機能性および上記の仕上げた織物の予定した用途の対
象を考えると、販売のリスクを低く抑えるために非常に限定された量しか製造されない。
これによって製品は非常に高価となり、製品範囲は小さいままとなる。「かご形分子」で
製造した層のポリマーバインダー系と比較した利点は、問題の衣類を洗濯した後にそれら
を再装填できることと関係があり、これは使用した仕上げ剤に一部は依存する。
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【０００８】
　この再装填性は、直接活性物質と混合したポリマーバインダー系を塗布している間は与
えられない。官能性を決定する化学物質または活性成分は、ここでは仕上げ工程の間に布
地物品に塗布され、次いでほとんどの場合、熱で固定される。目的機能の大部分はこの固
定工程の途中で既に失われる。とりわけ、活性成分は、熱的に分解され、もしくは改変さ
れ、結合され、または固定手段での反応によって分解され、あるいはそれらは蒸発し、加
熱媒体と共に（例えば去っていく空気と共に）消散する。織物に残っている残りの活性成
分は、この方法で加工した健康層が耐洗濯性ではなく、再装填できないため、それぞれの
衣類に対して限られた期間のみの使用の機能性となる。以上説明した不都合のために、こ
の方法で機能化した織物に対する市場は非常に限られており、織物仕上げ業者にとっての
販売リスクは高い。
【０００９】
　本発明の目的は、現布地市場の製品および利用できる方法に内在する不都合を伴わない
、仕上げ剤配合物、再装填可能な仕上げ剤、仕上がった紡織繊維および織物、ならびに紡
織繊維および織物を仕上げるための方法を提供することである。
【００１０】
　この目的は、新規な仕上げ剤配合物、新規な仕上げ方法、新規な仕上げ剤およびその新
規な仕上げ剤で処理した紡織繊維および織物を用いることによって達成される。特別に選
択された化学物質は、そのいくつかは布地産業における使用にとって例外的であるが、と
りわけ以下の事柄を達成することを可能にする：
ｉ）新規な仕上げ剤は、例えば長期間の使用の後、または対応する衣類が洗濯された後、
さまざまな物質を繰返し装填することができ、２つの別々に制御できる機能性を本発明に
より仕上げた１つの織布の中に組み合わせることを可能とする；
ｉｉ）意図した用途によって、ゲスト物質として主に親油性が優勢な活性成分を吸収する
ことを可能にし、後者を再び周りの媒体に全方向に等しく放出するか、または局所的に方
向付けられた物質の流れにより非等方的に直ぐ隣に接している層に放出することを可能に
する機能的表面（ゲスト／ホスト系）を織布上に実現する。
【００１１】
　本発明による仕上げ剤を実現するため、既存の方法および布地の仕上げに対して新しい
方法、例えば、布地に塗布された仕上げ剤配合物のＵＶ硬化の両方を使用できる。
【００１２】
　本発明による仕上げ剤は、活性成分放出コーティング、またはいわゆる「薬物送達系」
として、および／または有害成分取り込み層として設計し、使用できる。
【００１３】
　本発明の基本的な特徴の１つは、ゲスト／ホストの原理に従い、最も広い範囲の応用の
可能性を有するホスト系を提供し、さまざまな活性成分またはゲスト分子を繰返しおよび
一時的に装填できる仕上げ剤または仕上げ層を、紡織繊維または織物に塗布することであ
る。布地仕上げ業者により塗布されるホスト層は、例えば顧客自身が塗布できるゲスト分
子のための担体である。顧客（例えば、既製品衣料メーカー、化学品を使用するクリーニ
ング屋または着用者）は、したがって、一般にそれぞれの織物または衣類の機能を本人自
身が決定できる。これは、架橋性ポリマーバインダーを、架橋性スペーサー物質、界面活
性剤（乳化剤、分散剤またはそれらの組合せ）および一般的な多官能性架橋剤の使用、な
らびに任意の触媒の使用を組み合わせて使用することにより可能となる。繊維もしくは繊
維表面に固定された後、上記の化学物質からなる仕上げ層は、活性物質を受け入れるため
に必要なホスト系を形成する。
【００１４】
　生成された仕上げ剤の膨張性能は、本発明を理解する点から見て重要である。好ましく
は親油性に変性されたポリマー化合物および架橋性の「触糸」またはスペーサー分子の使
用により、プロトン性極性物質および／または非プロトン性極性物質により膨張できるも
のよりむしろポリマー層が生じる。このポリマー層が膨張するとき、仕上げ層中に確率論
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的なナノポケット（分子の大きさと関係し、使用したスペーサーに依存する空間の広がり
）が生じる。これらのナノポケットは、それらの空間的構造および極性を受け入れられる
べきゲストの分子の大きさに調節できるので１つまたは複数のゲスト分子を受け入れるこ
とができる。ナノポケットは、好ましくは５００ナノメートルの最大サイズを有する。１
つまたは複数のゲスト物質、すなわち受け入れられる活性物質は、この方式で仕上げられ
た織物が着用されたとき、体温、湿度、摩擦および移動の助けにより再び放出され脱着す
る。活性物質の種類により、それらは着用者の皮膚により、皮膚的にまたは経皮的に吸収
され、意図した場所に所望の効果を及ぼすことができる。
【００１５】
　架橋性界面活性剤の併用は、一方で主に親油性活性物質に対する層の親和性を、他方で
ヒトの皮膚に対する仕上げ層の生理学的挙動を決定する仕上げ剤成分の熱力学的に誘導さ
れた空間的な自己組織化を生じる。
【００１６】
　仕上げ層の生成に続いて即座に、ナノポケットは、膨張していない仕上げ層中にいわゆ
る崩壊形で存在する。仕上げ層を固定した後に存在する可能性のあるナノポケットの形成
は、最初に、吸着される活性物質または好ましい実施形態における活性物質の混合物の水
性エマルジョンであり得る湿気および吸着される物質、または吸収される物質の混合物と
接触して起こる。ポリマー層を形成する量の比率および化学物質の選択は両方とも仕上げ
層を通して活性物質を受け取り、付着させる管理パラメータを意味する。
【００１７】
　ナノポケットに加えて本発明による仕上げ層には、ミクロ孔および／またはメソ孔をさ
らなる構造として与えることができる。このために、例えば、ＣＯ２またはＮ２を分離す
る物質を、仕上げ剤配合物を製造する間に混合することができ、および／または非反応性
の蒸発可能な溶媒を加えることができる。放出ガスまたは逃避する非反応性溶媒は、乾燥
および／または固定の過程の間に、仕上げ層にミクロまたはメソ毛細管（透過クラスター
）を生じ、そのミクロまたはメソ孔のサイズは、１～２５μｍの範囲である。かくのごと
くに大幅に拡大される有効表面は、塗布される活性物質の吸着または脱着挙動に著しく影
響する。
【００１８】
　かくのごとく製造される機能性仕上げ剤の別の基本的な特徴は、仕上げ層を繰返し装填
する能力および活性物質に特有のその活発なナノポケットの形成である。この機能は、何
よりも先ず仕上げ層に存在するスペーサー物質の種類および濃度により決定される。
【００１９】
　本発明による仕上げ剤の別の機能は、仕上げ剤配合物中にかご形分子を混合することに
よるか、ナノポケットを組み込むポリマー層を既に与えられている本発明による再装填可
能な布地にそのかご形分子を別々に塗布することによって獲得できる。既知のシクロデキ
ストリンに加えて、β－グルカンおよびゼオライトを特記しなければならない。β－グル
カンは、酵母の製造の途中の廃棄物として形成される多糖類構造のポリマーである。
【００２０】
　グルカン製品から脂肪およびタンパク質物質を除去した後、グルカンをかご形分子とし
て使用しなければならない。ゼオライトは、水含有構造ケイ酸塩であり、一方でその格子
構造中にさまざまなカチオンを保持し、他方でゼオライト粒子の間の隙間にゲスト分子を
保持できる。
【００２１】
　２つのホスト系（ナノポケットおよびかご形分子の活発な形成）は、一方ではナノポケ
ットを形成する仕上げ層の構成比率による異なる活性物質の受け入れに関して区別され、
他方では使用されるかご形分子の機能および構造特性ならびにそれらの仕上げ剤成分との
相互作用により区別される。例えば、かご形分子の荷電優位性（アニオン性、ノニオン性
、カチオン性）は、使用される仕上げ剤成分と共に活性物質を吸収するその能力に影響す
る。これらのパラメータは、ゲスト分子に対する吸収または脱着の優先を決定する特性、
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例えば極性、親和性、幾何学的および空間的構造などを決定する。
【００２２】
　仕上げ剤化学物質およびそれらの混合比率の正確な選択に加えて、ホストを含む化学物
質に合わせて調整する乾燥および固定の条件が、ホスト系のナノポケット構造の形成に対
して極めて重要である。ホストを形成する化学物質は、ドレッシング液すなわち仕上げ用
配合物を生じるために最初の段階で一緒に混合する。このために、主要成分は、好ましく
は架橋性、脂肪変性（Ｃ２～Ｃ１８）で水乳化したアクリル、エポキシまたはウレタンポ
リマーからなる少なくとも１つのポリマー化合物の形で提供される。化学物質は、次に、
一方で少なくとも１つの末端反応性基を有する分子状「触糸」を含有し、他方でスペーサ
ー機能を果たすスペーサーとして加えられる。分子状「触糸」またはスペーサーの化学構
造は、ポリエーテル鎖、例えば、好ましくはポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン
、ブロックポリマー、および／または例えば末端にヒドロキシル、アミノ、カルボニル、
カルボキシル、酸アミド、イソシアネート、Ｎ－メチロールまたはメトキシ－Ｎ－メチロ
ール（α－アミノアルキル化生成物）官能基を有するＣ２～Ｃ１８の鎖を含む。
【００２３】
　少なくとも１つの多官能性人工樹脂化合物を、耐洗濯性、膨張性能および仕上げ層のナ
ノポケット構造を決定するための支援で重要な役割を演じる架橋剤（α－アミノアルキル
化製品、例えば、メトキシル化エチレンカルバミドまたはメラミン化合物）として作用す
る別の化合物としてドレッシング液に好ましくは添加する。
【００２４】
　成分の架橋を触媒する物質として、触媒、例えば塩化マグネシウム、モノ－およびポリ
カルボン酸または酸分離化合物としてのエステルを使用する。
【００２５】
　仕上げ層の親和性および生理的挙動を調整するために、１つの界面活性剤または複数の
界面活性剤の混合物を該液体中に組み込む。界面活性剤は、一般的には、アニオン性物質
および非イオン性物質、例えば、クエン酸グリセリル、ラウリン酸グリセリル、脂肪変性
ソルビタン誘導体（例えば、スパンおよびトゥイーンシリーズからの乳化剤）、セタリル
グルコシド、オレイン酸ポリグリセリル、ステアリン酸ポリグリセリルならびにシロキサ
ンポリグリコールエーテルおよび／またはシロキサンポリグルコシドであり、これらのＨ
ＬＢ値（親水性－親油性バランス）は３～１５の範囲である。
【００２６】
　仕上げ層に対する膨張効果を有するガス分離（ブローガスとしてのＣＯ２およびＮ２）
および非反応性物質が、特定の目的のために、例えばピークの高い装填および高い放出速
度が必要な場合に、任意で使用される。この目的は、望ましくない臭い物質の吸着および
脱着と密接に関係する。仕上げ層のための望ましいミクロ／メソ孔透過構造は、有機のＣ
Ｏ２および／またはＮ２を分離するブローガス物質（例えば、アセト酢酸、２，２’－ア
ゾビス－イソブチロニトリル、２，２’－アゾビス－（２－メチルプロパン））、無機の
ＣＯ２分離物質（例えば、酸分離触媒と組み合わせた炭酸水素ナトリウム）を、沸点が６
０～２００℃の範囲、好ましくは１２０℃と判定される極性で非反応性の膨潤溶媒（例え
ば、酢酸エチル、メチルグリコールアセテート、ジグリコールジメチルエーテル）と共に
加えることによって達成される。
【００２７】
　手順の２番目のステップにおいては、ホスト化学物質を含有するドレッシング液が、標
準的な工業的塗装技術、例えばパッド染色、コーティングまたは吹付け塗りを用いて塗布
される。ホスト系の洗濯耐久性を増大させるために、反応性基を含有するプライマー層と
も呼ばれる接着剤層を、特に合成繊維材料に対して予め塗布できる。これらのプライマー
層は、例えば国際公開第０１／７５２１６号パンフレットから知られている。プライマー
層の塗布は、ホスト層塗布に先立つ手順ステップである。ホスト層を担持する織物を意図
した塗布により、一般的に適用される塗布系、例えばスロップパディング（ｓｌｏｐ　ｐ
ａｄｄｉｎｇ）を用いて、例えばそれらの親和性が異なる（より親油性であるかより親油
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性でない）差異のある作用を発揮する２つのホスト層を塗布できる。
【００２８】
　ナノポケット構造を発生させるために重要な３番目の手順ステップは、含浸された織物
を乾燥し（最大で３０％の残留水含量）、次いで仕上げ層を固定するステップを含み、そ
れらは乾式固定法（１２０～１８０℃で）および湿式固定法（１５～４０℃で）の両方を
用いて実施できる。仕上がった織物は、５０℃と１５０℃の間の温度で３０～１８０秒間
、工業用機械、例えばテンターフレームまたはホットフルーを用いて乾燥させる。仕上げ
層を固定させる間、採用されるポリマー／架橋系によっては、熱および／またはＵＶ放射
反応装置を好ましくは使用する。熱による固定は、１２０℃と２００℃の間、好ましくは
１４０～１６０℃の温度、および１～５分の反応時間で起こる。ＵＶ硬化ポリマーを使用
するときは、ポリマーの種類および反応凝固体の受ける放射入力によって０．５～６０秒
、好ましくは１～３秒が必要である。ＵＶ硬化ポリマーを使用する主な利点は、織物基材
への耐洗濯層の固定が低温で起こり得ることである。その結果、機能層は、層を形成する
化学物質が塗布されているとき、さもなければよく起こるゲスト物質の熱破壊反応および
／または蒸発なしで、活性物質を装填できる。
【００２９】
　以下の事例は、本発明による好ましい仕上げ剤配合物、ナノポケット形成性仕上げ層の
製造、および望ましい機能に対するそれらの有効性についての選択された実施例を示す。
【００３０】
（実施例１：ナノ構造透過クラスターを発生させる仕上げ層）
　予め浄化し、漂白した２１０ｇ／ｍ２の平方メートル重量の混合綿織物（綿７５％、Ｐ
ＥＳ２５％）に、仕上げ液を含浸させると、その成分が、その織物の乾燥段階中にナノポ
ケット、すなわちナノ構造の浸透クラスターを形成する。ポケットを含有しない織物コー
ティングを、再装填できる薬物送達系および例えば望ましくない臭い物質のための純粋な
吸着層としての両方に使用できる。
【００３１】
　織物表面に塗布される仕上げ剤配合物は、乾燥した織物重量に対して１１％の質量分率
を有する。織物に仕上げ剤成分を含有する液体を含浸させた後、その織物は、１２０℃で
１２０秒間乾燥する。
　その仕上げ剤配合物は、以下成分を含有する：
【００３２】
【表１】

【００３３】
　Ｄｉｃｒｙｌａｎ　ＡＳは、ＥＲＢＡ社により販売されている固形分４０％のアクリレ
ート水性分散体であり、その他の配合成分と組み合わせたときソフトな低刺激性のコーテ
ィングを生ずる。
　Ｇｌｕｃａｎ　Ｐ２０は、架橋性のプロポキシル化グルコースであり、活性作用物質（
ゲスト）が後に適用されるようにホスト系が生み出すナノポケットを形成するためのスペ
ーサーとしての役割を果たす。
　Ｌｙｏｆｉｘ　ＣＨＮは、仕上げ剤成分を架橋させる人工樹脂（部分エーテル化ヘキサ
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メチロールメラミン樹脂）であり、その他の配合成分および触媒（ＭｇＣｌ２）と組み合
わせたとき洗濯しても落ちない織物コーティングを生じる。
　この層は、１５０℃で３分間かけて固定する。
【００３４】
　１種類または複数種の活性物質を含有する水性エマルジョンに浸したとき、このように
して組み立てた層は、活性物質（１つまたは複数）が装填されたナノ構造の透過クラスタ
ーを形成できる。
【００３５】
（実施例２：ゲスト物質に対して動態的調整ができるナノポケット）
　３０％の綿と７０％のポリアミドからなり、１６５ｇの平方メートル重量を有する煮沸
して漂白した混合織物に、織物を製造した後で塗布するゲスト物質（すなわち活性物質）
のためのホスト系に相当するコーティング部分とも称される以下の仕上げ剤配合物を含浸
により塗布した。繊維表面に固定された仕上げ剤は、未処理の繊維の乾燥重量に対して８
％の質量分率を有する。このコーティング部分を含有する仕上げ液を混合織物に含浸させ
た後、この織物を１３０℃で６０秒間乾燥し、乾燥過程で形成されるナノポケットを含有
する仕上げ層は、１５０℃で１８０秒かけて固定する。その含浸液は以下の成分を含有す
る：
【００３６】
【表２】

【００３７】
　Ｓｕｂｉｔｏｌ　ＥＳ（Ｂｅｚｅｍａ　ＡＧ）は、アニオン界面活性剤に基づく架橋お
よびブロッキングの助剤である。
　Ｄｉｃｒｙｌａｎ　ＡＳは、紡織繊維材料の水性コーティングのための化学的／熱的架
橋が可能な非イオン性ポリアクリレート分散体である。
　Ｐｌｕｒｉｏｌ　Ｐ６００（ＢＡＳＦ）は、約６００ｇ／ｍｏｌの平均モル質量を有す
るポリプロピレングリコールであり、発泡を抑え、そして溶解性を与え、極性を変化させ
、コンシステンシーを修正するために使用される。
【００３８】
　Ｌｙｏｆｉｘ　ＭＬＦ（ＥＲＢＡ）は、セルロースおよびその合成繊維との混合物の寸
法安定性仕上げ剤用の、非イオン性で比較的低ホルムアルデヒドの部分的にエーテル化し
たヘキサメチロールメラミン樹脂である。メラミン系の従来の架橋剤と比較して、これは
低いホルムアルデヒド含量および高い緩衝効果を有しており、良好な洗濯およびアイロン
／収縮値、良好な初期効果および非常に良好な耐久性を生じさせる。
【００３９】
　親油性健康物質のモデル物質としてのイソオクタノールを２０％含む水性エマルジョン
に１２時間さらした後、この仕上げ液によって生じた仕上げ層は、層の質量に対して最大
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１６％のオクタノールの吸収を示す。その仕上げ層を、５０％の水／エタノール溶液で３
回の装填および抽出をした後、最初に測定した１６％のオクタノールの取り込みが再現さ
れた。
【００４０】
　この実験により、最終消費者でさえ親油性物質を含む仕上げ層を繰返し装填することが
でき、その人の必要性を反映する仕上げ層の機能をその人が自由に選択できることが示さ
れた。
【００４１】
（実施例３：神経皮膚炎患者のためのナノポケットを備えた機能化された仕上げ剤）
　２３０ｇの平方メートル重量を有するポリエステルおよびライクラを含むニット織物を
、染色前に繊維処理剤を除去するために化学的に浄化し、次いで染色する。ニット織物お
よびその後の衣類の裏の一面を被覆する塗布系（スロップパディング技法）を用いて、そ
の染色し乾燥したニット織物にコーティング部分を塗布する。そのコーティング部分は、
ホスト系として、ゲストとしての親油性活性物質、例えばオレガノまたはゴボウの根の抽
出物のフェノールカルボン酸、ファルネソールまたはγリノレン酸（月見草油）などを吸
収できる。仕上げ層の機能は、その衣類を着用する人により塗布する活性成分が選択され
ることによってのみ判定される。オレガノまたはゴボウの根の抽出物には、殺菌および静
菌効果があり、一方ファルネソールには静菌効果があるだけであり、そして月見草油は、
神経皮膚炎により誘発される皮膚のかゆみを軽減する。ナノポケット含有コーティング層
は、ニット織物に下記の仕上げ液を含浸させ、続いて１２０℃で８０秒間乾燥させ、１６
０℃で１８０秒間固定させることによって組み立てる。塗布した仕上げ層の質量は、ニッ
ト織物の乾燥重量に対して１２％に相当する。層成分とその濃度を以下に掲げる。
【００４２】
【表３】

【００４３】
　Ｉｎｖａｄｉｎ　ＰＢＮ（ＥＲＢＡ）は、エトキシレート化脂肪アルコールおよび脂肪
族エーテルアルコールからなる界面活性製剤であり、水および油反発性仕上げ剤用の特別
な架橋剤である。
　Ｐｅｒａｐｒｅｔ　ＨＶＮは、ＢＡＳＦ社から提供されるセルロース繊維およびその合
成繊維との混合物を含む織物またはニットウェアを仕上げるための熱架橋が可能なアニオ
ン性のポリアクリレート分散体である。
　Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　ＰＥ３１００は、プロピレンオキシドとエチレンオキシドの共重合
によって製造されたＢＡＳＦ社の製品であり、低発泡性界面活性剤として使用される。
　Ｄｒａｐａｌ　ＧＥ２０２（Ａｋｚｏ　Ｃｈｅｍｉｅ）は、部分エステル化枝分かれカ
ルボン酸と疎水性アルキル基および親水性エーテル基とを有する乳化特性をもったコポリ
マーである。
【００４４】
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　Ｌｙｏｆｉｘ　ＭＬＦ（ＥＲＢＡ）は、セルロースおよびその合成繊維との混合物の寸
法安定性仕上げ剤用の、非イオン性で比較的低ホルムアルデヒドの部分的にエーテル化し
たヘキサメチロールメラミン樹脂である。メラミン系の従来の架橋剤と比較して、これは
低いホルムアルデヒド含量および高い緩衝効果を有しており、良好な洗濯およびアイロン
／収縮値、良好な初期効果および非常に良好な耐久性を生じさせる。
【００４５】
　上記の処方により加工した仕上げ層に、水性オレガノまたはゴボウの根の抽出物および
ファルネソールを含有するエマルジョンを、コーティング層を持つニット織物の面の一方
だけに吹き付けることによって装填した。吹付けの１２時間後、ニット織物の一部分を穏
やかに洗浄し、乾燥した。活性成分を含有するニット織物の洗浄部分と未処理のニット織
物部分を菌に犯された寒天ゲルの上に置き、調湿キャビネット中に３０℃で３日間放置し
た。
【００４６】
　３日後、未処理のニット織物の部分は菌の培養によって大きく増大し、一方仕上げ剤を
持ち、ゴボウの根の抽出物およびファルネソールを装填したニット織物部分は、活性物質
の脱着を経由した試験片によって覆われた寒天層上で菌の増殖を完全に停止させた。
【００４７】
　この実施例は、ホスト層の装填およびこの場合は意図した応用の機能として殺菌および
静菌効果を発揮するゲスト物質の脱着を実証している。
【００４８】
（実施例４：臭い吸収効果を有する仕上げ剤）
　予め洗浄した後、３０％の綿と７０％のポリエステルとからなる混合織物を、染色し乾
燥する。その織物表面を、以下に特定する組成を有する仕上げ層を塗布することによって
機能化する：
【００４９】
【表４】

【００５０】
　Ｓｕｂｉｔｏｌ　ＬＳ－Ｎは、チュービンゲンのＣＨＴ社により販売されている相乗作
用界面活性剤混合物に基づくアニオン性の低発泡性架橋剤である。
　Ｍｅｔｈｏｃｅｌｌ　３１１は、ＤＯＷ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｓ．Ａ．製のセルロースエー
テルである。
　Ｋｎｉｔｔｅｘ　ＦＰＣ（ＥＲＢＡ）は、セルロース物品およびそれらの混合物の低ホ
ルムアルデヒド、煮沸洗濯耐性で、アイロンがけのいらない仕上げのための変性グリオキ
サール架橋剤に基づく非イオン性反応物架橋剤である。
　Ｋｎｉｔｔｅｘ　触媒ＭＯＦ（ＥＲＢＡ）は、好ましくはセルロース物品に対して良質
な仕上げ剤を塗布するために使用するマグネシウム塩系の液体酸供与体である。
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　アゾビスイソブチロニトリルは、Ｎ２分離膨張剤として使用する。
【００５１】
　仕上げ液中に含まれる化学物質は、一方で親油性物質を吸収するために適するナノポケ
ット構造および極性の形成を確実にし、他方で吸着剤の急速な吸着および脱着のために必
要な層の空隙率を確保する。機能層を組み立てるため、織物には上記の仕上げ液を含浸さ
せ（液吸収８０％）、１１０℃で１８０秒間乾燥する。その層は、その後テンターフレー
ム上での１５０℃３分の縮合を経て固定する。そうでない場合は普通の吸着された物質が
バクテリアの攻撃にさらされることを防ぐために、仕上げ層には、少量のファルネソール
（仕上げ層の重量に対して約２％）を装填する。
【００５２】
　ファルネソールを装填した後、臭いが強烈な、例えばレストランまたはレストランの厨
房で出くわす類の物質を吸着するために、実施例４に記載の仕上げ剤を使用する。実施例
４による仕上げ剤を施したレストラン作業員の作業衣またはこの種の女性または男性の外
出着は３日間着用した後でさえ臭いに邪魔されることはない。上記のファルネソールの臭
い吸収特性は、衣類を繰り返し洗濯した後でさえ保持され、ただし、その衣類または仕上
げ層は各洗濯の後にファルネソールを装填しなければならない。
【００５３】
（実施例５：ナノポケットおよびかご形分子を有する２成分仕上げ剤）
　１００％ポリアミドからなるニット織物を、繊維軟化剤を除去した後染色し、乾燥する
。その後第１ステップで、そのニット織物にナノポケットを形成する化学物質を含浸させ
、１２０℃で２分間乾燥する。手順の第２ステップにおいて、カルボキシル化により変性
したアニオン性グルカン（かご形分子）を含有する懸濁液を、かご形分子が銀錯体を前も
って装填されている片側だけのスロップパディングにより塗布する。これに続いて、官能
性が変動する装填の優劣性（非イオン性ナノポケットホストおよびアニオン性かご形分子
ホスト）によって異なる２つのホスト系（ナノポケットおよびかご形分子）を乾燥し化学
固定した。未処理のニット部分に対して、ニット織物部分に塗布されたナノポケット形成
仕上げ剤部分は１０％を成し、装填したグルカンのそれは１％を成す。手順の第１ステッ
プで塗布されるドレッシング液中の残りが７２％の水分の成分を以下に掲げる：
【００５４】
【表５】

【００５５】
　Ｂｅｒｍｏｃｏｌｌ　Ｅ２３０ＦＱ（Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ）は、水性製品のコンシス
テンシーおよび安定性を増す非イオン性の、水溶性セルロースエーテル（エチルヒドロキ
シエチルセルロースの低粘度品）である。
　Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　Ｐ３５００（ＢＡＳＦ）は、ポリプロピレングリコールとエチレン
オキシドとのブロック重合体であり、主として非イオン界面活性剤として使用される。
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【００５６】
　手順の第２ステップでその後スロップパディングにより衣類の保持面の一方だけに塗布
されるグルコース懸濁液は、以下のものからなる：
【００５７】
【表６】

【００５８】
　この仕上げ剤は、乾燥したうろこ状のすなわちすぐに感染する皮膚を持つ着用者が、皮
膚と接して着用する衣料品のための多機能な層をもたらす。それは銀を取り込んだグルカ
ンかご形分子の顕著な殺菌機能を有しており、皮膚は、また、静菌効果を生ずるナノポケ
ット中に装填された活性成分によって、滑らかさがもどり、潤いが与えられる。この目的
を達成するために、ナノポケットを含有する機能層に、亜麻仁油、カルバミド、γリノレ
ン酸およびファルネソールを含有する水性エマルジョンを１２時間にわたって装填し、ヒ
トの皮膚を模倣したゲル上での付着を数日間にわたって調べた。フランツ型拡散セル中の
上記活性物質の４日間の脱着の後、ナノポケット構造中に最初に存在していた活性物質の
わずか約１７％しか検出することができなかった。予想通り、活性物質部分の残りの８３
％は、ヒトの皮膚を模倣した拡散ゲルの中であった。仕上げ層の上記の多機能性に基づき
、皮膚と接近して着用される衣料におけるその使用は、神経皮膚炎患者にとって全く理想
的である。
【００５９】
（実施例６：その他のナノポケットおよびかご形分子を有する２成分仕上げ剤）
　１００％ポリアミドからなるニット織物を、予め洗浄した後、染色してすすぎ、タンニ
ンによる後処理にかける。第１ステップにおいて、乾燥したニット織物を、実施例５と類
似のナノポケットを形成する化学物質で仕上げる。後の手順ステップにおいて、銀ゼオラ
イトの懸濁液を吹き付ける。その後の乾燥および縮合によって、２つのホスト系（ナノポ
ケットおよび銀ゼオライト）がニット織物上に直ちに固定される。その塗布量は、実施例
５で定めた量と同じ様に選択した。手順の第１ステップで塗布した化学物質は、残りの７
５％の水分と共に塗布した。ニット織物に吹き付けた銀ゼオライト含有液は、以下のもの
からなる：
【００６０】
【表７】

【００６１】
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　２つのホスト系からなる仕上げ層の機能性は、実施例５で述べた意図した適用に帰でき
る。装填されていないか、他の物質（銀以外の）を装填したゼオライトを使用することに
より、その他の機能を発生させることが可能である。
【００６２】
　熱的におよび／またはＵＶもしくは青色光で硬化する仕上げ剤の場合、活性成分および
活性物質（ゲストまたは薬物）を受け入れるホスト系は、熱的におよび／またはＵＶもし
くは青色光で硬化するプレポリマーまたはモノマー、ならびにスペーサー機能および界面
活性剤を含む少なくとも１つの成分からなる。このようにして構造化されたホスト系は、
活性成分および活性物質を含有する水性エマルジョンにより膨潤することができ、エマル
ジョンに含まれている活性成分および活性物質を吸着し、再び放出できる。
【００６３】
　界面活性剤は、３と１６の間、好ましくは８と１２の間で変動するＨＬＢ値を有する反
応性基含有モノマーまたはポリマーである。代表的なものとしては、ソルビタンラウレー
トまたはステアレート、モノおよびジグリセリド、エトキシル化および／またはプロポキ
シル化Ｃ８～Ｃ２０化合物または１０～３０個のＥＯ単位を有するビニルもしくはアリル
－エーテルアルコキシレートであって、主に求核反応性基、例えばアミノおよびヒドロキ
シル官能基と付加または縮合生成物を形成するものが挙げられる。
【００６４】
　仕上げ層の膨張を確定する助けをするスペーサー物質は、一般型が、ＲＧ－ＲＳ－ＲＧ
のものである。ＲＧは、ＵＶまたは青色光硬化反応性基またはそのような反応性基と架橋
する官能基に相当し、ＲＳは、スペーサー物質を特徴付ける残基、例えばポリエーテル、
ポリエステルまたはビニル鎖に相当する。
【００６５】
【化１】

【００６６】
　スペーサー物質の親水性、疎水性を決定する残基ＲＳの鎖長は、ｎおよびｘによって決
められ、ここでｎは、好ましくは５を超えて３０より小さく、ｘは、好ましくは２と４の
間である。
【００６７】
（実施例７：ＵＶ硬化した静菌性仕上げ剤）
　前処理（脱サイズおよび漂白）後、１７０ｇの平方メートル重量を有する綿とポリエス
テルからなる織物を、染色して乾燥する。その織物に、続いて、健康活性成分および「ミ
クロポケット」を形成するコーティング成分を含浸させる。その化学固定は、その織物が
ＵＶ硬化により乾燥した後でのみ起こる。ＵＶ硬化を使用することにより、ナノポケット
発生仕上げ剤成分は、健康活性物質を、その化学的変質または熱的に誘発される物質の損
失を心配する必要なく、仕上げ層を製造している間に既に使用することが可能となる。
【００６８】
　静菌効果を有する以下の仕上げ剤の配合物は、このような例を示す：
【００６９】
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【表８】

【００７０】
　仕上げ液は、織物に、フーラードを用いて７５％のピンチオフ効果で塗布し、テンター
フレーム内で１１０℃で２分間乾燥する。
　テンターフレームを通過直後に仕上げ層をＵＶ硬化にかける。層の硬化は、保護雰囲気
下のＵＶチャネル内で２．５秒間続ける。
　このようにして仕上げた織物は、やや疎水性で静菌作用があることを特徴とする。その
静菌作用は、問題の衣類を洗濯した後ファルネソールで再度装填し直すことができる。
【００７１】
（実施例８：ＵＶ硬化性、再装填可能な仕上げ被覆）
　予め洗浄し、染色した１８０ｇ／ｍ２の平方メートル重量を有するポリアミドの織物に
、色堅ろう度を改良するために５ｇ／ｌのＲｅｗｉｎ　ＲＴ（ＢＥＺＥＭＡ　ＡＧ）の溶
液を含浸させる。その前処理し、乾燥した織物に、第２ステップで、水性エマルジョンの
形の仕上げ剤配合物をテンターフレームフーラード上で含浸させる。そのエマルジョンの
製造および組成について以下で説明する。
【００７２】
　エマルジョンは次の組成で製造する：
【００７３】

【表９】

【００７４】
　ＯＴＡ４８０は、プロポキシレートトリメチロールプロパントリアクリレートであり、
ＵＣＢ社により販売されている。
　Ｓｕｐｅｒｏｎｉｃ　ＰＥ／Ｆ１０８は、Ｕｎｉｃｅｍａ社のビニルエーテルアルコキ
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　ＵＶＲ６１０５は、Ｄｏｗ社のエポキシ樹脂の名称である。
【００７５】
　水とＳｕｐｅｒｏｎｉｃ　ＰＥ／Ｆ１０８とを互いに十分に混合する。ＯＴＡ４８０、
ＵＶＲ６１０５、Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　ＰＥ６２００、エチルヒドロキシエチルセルロース
、ソルビタンモノラウレートおよび２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－１－プ
ロパノンの混合物を少しずつこの混合物に加える。
【００７６】
　テンターフレームフーラード上で布地物品の乾燥重量に対して８０％の液体塗布で含浸
させた織物を、その後１２０℃で２分間乾燥し、乾燥後ＵＶチャネルを通して仕上げ層を
固定させる。ＵＶチャネル中の反応時間は、５．５ｋＷ／ｍ２の特定の放射出力で２．５
秒間である。ＵＶチャネルは、一方ではアクリルのラジカル硬化途中の望ましくない酸化
作用を避けるため、他方ではオゾンの形成を抑えるために、好ましくは窒素、ＣＯ２また
はアルゴン等の保護ガスを流す。
【００７７】
　このようにして製造された織物仕上げ剤は、優れたホスト特性によって区別され、言い
換えると、ホスト層の良好な膨張性能および親油性物質に対する高い親和性を特徴とする
。記載されている方法で組み立てられた層は、ホスト層１グラム当り２３ｍｇのイソオク
タノール（治療および／または化粧用活性物質のモデル物質）という特定物質の吸収を示
す。もう１つの基本的なホスト特性の特徴は、それぞれの衣料品が選択された後のホスト
層の再装填である。当該仕上げ層の再装填能は、５回の洗濯の後にイソオクタノールに対
してまだ最初の吸着能力の８２％を示す。
【００７８】
　ＵＶ硬化性仕上げ層の機能に関する特性に加えて、通常は行われる高温の固定が省かれ
るために、それらが高い費用効率で製造されることに言及する必要がある。ＵＶ硬化性仕
上げ成分の使用により、所望の活性物質を、その化学的変質または熱により誘発される物
質の損失を心配する必要なく、仕上げ層を製造している間に既に使用するか加えることが
可能となる。
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