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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水溶液への銅放出を行う接触表面を含む銅合金を含む製品であって、該接触表面は、６
マイクロインチＲａ～１４マイクロインチＲａの粗度を有し、該接触表面は、ポリマー仕
上げ、コーティング、曇り防止剤、油、グリースまたはワックスで被覆されておらず、該
接触表面は、ベンゾトリアゾールで被覆された銅合金接触表面と比べて、より速い速度の
水溶液への銅放出を有する、製品。
【請求項２】
　水溶液への銅放出を行う接触表面を含む銅合金を含む製品であって、該接触表面は、６
マイクロインチＲａ～１４マイクロインチＲａの粗度を有し、該接触表面は、ポリマー仕
上げ、コーティング、曇り防止剤、油、グリースまたはワックスで被覆されておらず、該
接触表面は、ベンゾトリアゾールで被覆された銅合金接触表面と比べて、より速い速度の
微生物不活性化を有する、製品。
【請求項３】
　水溶液への銅放出を行う接触表面を含む銅合金を含む製品であって、該接触表面は、６
マイクロインチＲａ～１４マイクロインチＲａの粗度を有し、該接触表面は、ポリマー仕
上げ、コーティング、曇り防止剤、油、グリースまたはワックスで被覆されておらず、該
接触表面は、ベンゾトリアゾールで被覆された銅合金接触表面と比べて、より小さい接触
角、より速い速度の水溶液への銅放出、およびより速い速度の微生物不活性化を有する、
製品。
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【請求項４】
　表面粗度が、１０マイクロインチＲａである、請求項１～３いずれか記載の製品。
【請求項５】
　銅合金が銅である、請求項１～３いずれか記載の製品。
【請求項６】
　銅合金が銅合金Ｃ１１０である、請求項１～３いずれか記載の製品。
【請求項７】
　水溶液が人工汗配合物である、請求項１または３記載の製品。
【請求項８】
　該製品が、圧延済みストリップ、病院用接触表面、または点灯装置もしくは制御機器で
ある、請求項１～７いずれか記載の製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００６年５月２３日出願の米国暫定特許出願第６０／７４７，９４８号、
“ＭＥＴＨＯＤＳ ＯＦ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ ＡＮＤ ＵＳＥ ＯＦ ＡＮＴＩ－ＭＩＣＲ
ＯＢＩＡＬ ＣＯＰＰＥＲ”の優先権の利益を主張する。
発明の分野
　本発明は、一般に、銅及び銅合金表面上に配置された溶液中の溶解銅イオン及び銅含有
分子の濃度を高め、これによってそのような銅合金表面の抗菌特性を促進するための方法
に関する。特に、本発明は、半完成品及び完成品に加工する前に、商業スケールで実施し
得る方法、並びに加工後に適用し得る処置に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　銅及び銅合金は、人類の初期の技術的な道具の一部として数千年にわたって使用されて
きた。製造が容易であること、リサイクル可能性、総合的な腐食に対する耐性並びに、様
々な魅力的な色及び仕上げの利用可能性を組み合わせることによって、硬貨鋳造、並びに
これらの特性が重要な種々の芸術的及び建築用途に好ましい材料であった。有用な強度、
成型性及び比較的低コストと相まって殆ど全ての競合材料よりも高い導電性及び熱伝導性
により、これらの材料はエレクトロニクス産業で不可欠になってきた。
【０００３】
　銅は、非常に低濃度でヒトの健康及び代謝の正常化、並びに他の生命体に重要な本質的
に微量元素である。
　船体の銅被覆は、フナクイムシ（ｔｅｒｅｄｏ，ｓｈｉｐｗｏｒｍ）の発生を防ぎ、且
つ木造船に海草及びフジツボなどの有機体の付着を防ぐために１８世紀にイギリス海軍に
よって使用が始まった。その有益な作用は、海水と接触して銅表面がゆっくりと溶解する
からであった。また銅及び銅化合物は、海洋生物によって船底が汚されるのを防ぐのに有
効であるので、種々の材料で製造した船体用の塗料中に使用されてきた。これらの防汚特
性は関係表面からの銅イオン放出に関係しており、その表面の微環境をそのような生命体
に対して毒性として、関連する表面にこれらの生命体が付着しないようにする。海洋微生
物は、１０億分の１部（１ｐｐｂのＣｕ）ほどの少量でも影響を受けることがある。
【０００４】
　近年の研究から、銅合金表面は、食物が媒介する疾患を引き起こす、サルモネラ、リス
テリア及び大腸菌などの微生物の生存能力を低下させるのに有効であることが判明した。
そのような表面は、黄色ブドウ球菌、レジオネラ菌などのヘルスケア機器の二次感染に関
連する微生物の生存能力を低下させるのにも有効である。
【０００５】
　従来、銅合金製品は、種々の処置によって酸素から保護したきれいな表面をもつように
製造されている。銅及び銅合金は大気と接触して、標準温度で亜酸化銅（Ｃｕ２Ｏ）から



(3) JP 6362216 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

主になる薄い酸化物の層を自然に形成する。硫黄を含む環境では、酸化銅（ＣｕＯ）と硫
化銅（ｃｕｐｒｉｃ ｓｕｌｆｉｄｅ）（ＣｕＳ）の割合が高い。この層は経時で厚く成
長して、最終的にきれいな表面を覆い隠し、表面を暗くしてしまうだろう。特別に装飾し
たり、建築上の目的で意識して使用されたものでないかぎり、表面上の酸化物及び／また
は硫化物の暗色フィルムは「汚」く、好ましくないものとみなされる。そのようなフィル
ムが形成するときに、そのフィルムが形成しないように、及びそのフィルムを除去する方
法に関して多大な努力と研究が費やされてきた。銅合金表面への酸素の輸送を遅らせる表
面処理（さび止めフィルム（ａｎｔｉ－ｔａｒｎｉｓｈ ｆｉｌｍ）、防汚剤（ｓｔａｉ
ｎ ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ）またはポリマーコーティング）も酸化物のフィルムの形成を遅
らせる。これら及び他の方法は、当業者に公知である。
【０００６】
　銅、銅合金及び銅化合物の抗菌特性はこれまで公知であったので、これらの特性を使用
する材料及びプロセスについて多くの特許が発行されてきた。上記のように何世紀にもわ
たって銅被覆材（ｃｏｐｐｅｒ ｓｈｅａｔｈｉｎｇ）を使用して、船体の生物付着を防
いできた。近年では、石油プラットフォームなどの静的水中構造も同様に保護されてきた
。このプラットフォームの鋼鉄と保護銅被覆材との間の電解腐食により、この方法の実用
性は制限されていたが、特許文献１は、絶縁材料のついた構造物に付着させた多くの銅の
小板（ｐｌａｔｅｌｅｔ）を設置することにより、実質的に連続コーティングを作り出す
方法を開示する。特許文献２は、樹脂製パイプの内側をベリリウム含有銅合金でコーティ
ングする関連する方法について開示する。いずれの方法も、海水との接触に関係している
。
【０００７】
　別の特許（特許文献３）は、Ｃｕ－Ｔｉ合金を使用しており、ここではチタン（とおそ
らく他の合金用元素）が優先的に酸化する。これは金属表面で酸化物及び利用可能なイオ
ンを生成するための計画的な表面処理に頼っているが、これらの酸化物及びイオンは、単
なる硫化銅及び酸化物及び銅イオンよりも他のずっと反応性の元素を含む。
【０００８】
　多くの特許が、農産物における、及び海水処理で使用するための銅を含む殺生物剤に関
して発行されてきた。銅塩及び化合物は、抗菌的に有効な銅イオンの強い供給源を提供す
るが、化合物が比較的高い溶解性であるため、銅が洗い流される前までの有効な期間が短
い。この特許の多くは、溶液中への銅の放出を減少させ、且つ処置の有効な存続期間を増
加させるための方法に重点的に取り組んでいる。この種の製品の例は、特許文献４、特許
文献５、特許文献６及び特許文献７に与えられている。これらの処置は様々な表面に適用
することができるが、銅イオンの長期供給源として作用する永続的な、本質的に抗菌性の
銅も銅合金表面も使用していない。
【０００９】
　抗菌性表面をもつ金属圧延製品（たとえばコイル状の金属シートまたはストリップ）を
製造するのに使用する別の方法では、抗菌剤を含む溶液、塗料、またはポリマーで表面を
コーティングし、そのコーティングを適所で乾燥または硬化させることである。抗菌剤は
、金属粒子、抗菌性金属イオンを保持する非金属粒子、そのようなイオンを含むガラス粒
子、及び／または金属塩若しくは同様の化合物の粒子であってもよい。これらの方法の典
型例は、無機ゼオライト及び酸化物を保持し、順に抗菌作用のために金属イオンまたは化
合物を保持する樹脂配合物でコーティングした金属基板からなるＡＫ Ｓｔｅｅｌ“Ｈｅ
ａｌｔｈＳｈｉｅｌｄ”製品ラインである（特許文献８）。他の同様の製品（金属化合物
または塩をそのまま使用する）は、特許文献９及び特許文献１０に開示されているが、こ
のリストは決して包括的ではない。これらのコーティングは種々の多くの基板に、完成品
に成形する前後で適用することができるが、これらのアイテムの抗菌特性はコーティング
単独によるものであって、抗菌イオンの恒久的な供給源として金属製品それ自体に依存し
ていない。
【００１０】
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　抗菌製品及び表面を形成するさらに別の方法では、上記のものと似ているが、バルクポ
リマーまたは同様の成形可能な物質と完全にブレンドされた金属粉末、金属イオン含有塩
及び他の化合物、並びに金属イオンを保持する粒子の使用も含まれる。特許文献１１は、
基板アイテム上のコーティングとしても使用されるそのようなポリマーを開示する；特許
文献１２は、建築業で使用されるブレンドアスファルト板葺き屋根及び他のアイテム上で
成長する藻と戦うために使用される関連配合物を開示する。やはり抗菌特性は銅－含有粒
子や他の金属含有粒子によるものであり、材料それ自体の全体によるものではない。これ
らの材料の有効性は、マトリックスにブレンドできる抗菌性金属粒子及び化合物の総濃度
により、並びにマトリックスを通して有用な表面へのこれらの有効なイオンの輸送により
限定される。ここでコーティングされていない金属表面は、表面の有効なイオンに当該溶
液中の金属の溶解性によってのみ限定される最小輸送及び濃度を直接与える。
【００１１】
　酸化のない銅表面を供給し、且つさらなる酸化を防ぐために処理される従来法の不都合
な点は、清浄な、剥き出しの鮮やかな銅表面は通常疎水性であり、表面と水または水溶液
との間の接触を最小化または防いでしまうという点である。さらに酸化を防ぐために通常
適用される処理は、通常、もとの銅表面よりもさらに疎水性であり、銅表面への酸素の物
理的輸送を直接最小化し、表面への酸素の輸送と、表面からの銅イオンの輸送に役立ち得
る表面上の水の吸着膜の形成を防止する。
【００１２】
　そのような処置のさらに不都合な点は、金属、非イオン化状態の清浄な、剥き出しの鮮
やかな銅は殆ど水に不溶性であるということである。銅の酸化によって銅イオンが提供さ
れ、これは水溶液または体液残留物（ｂｏｄｙ ｆｌｕｉｄ ｒｅｓｉｄｕｅ）に吸収され
て、抗菌特性を提供することができる。輸送に利用可能なそのような銅イオンがないと、
抗菌活性の表面は自然に発現（ｄｅｖｅｌｏｐ）しなければならないだろう。これらの自
然／大気プロセスは発生が遅いだけでなく、必要な反応は、先の商業的処置の性質、環境
条件に依存して、反応時間が様々であるので、予測するのが難しい。使用時に設置されて
いる時に表面が活性であることを保証することに興味を持つ者は、（単数または複数の）
上記発明の恩恵を受けるだろう。というのも、これらの表面は使用時に予想通りに活性で
あることが確保されるからである。従って、これらの自然に形成した表面の抗菌活性を予
想するのは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】Ｍｉｌｅｒ（４，９８７，０３６号；１／１９９１）
【特許文献２】Ｉｎｏｕｅ（５，３３８，３１９；２／１９９５）
【特許文献３】Ｍｉｙａｆｕｊｉ６，３１３，０６４；１１／２００１
【特許文献４】Ｃｏｏｋ（７，１６３，７０９；１／２００７）
【特許文献５】Ｂａｃｋ（６，６３８，４３１；１０／２００３）
【特許文献６】Ｓｔａｉｎｅｒ（５，１７１，３５０；１２／１９９２）
【特許文献７】Ｄｅｎｋｅｗｉｃｚ（６，２１７，７８０；４／２００１）
【特許文献８】Ｍｙｅｒｓら；６，９２９，７０５；８／２００５
【特許文献９】Ｌｙｏｎ（６，０４２，８７７；３／２０００）
【特許文献１０】Ｚｌｏｔｎｉｋ（５，０６６，３２８；１１／１９９１）
【特許文献１１】ＭｃＤｏｎａｌｄ（６，７９７，７４３；９／２００４）
【特許文献１２】Ｋｉｉｋ（６，５８５，８１３；７／２００３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来の技術では、商業的に有用な製品を作るのに必要な製造法の効果及び、これらの抗
菌表面が処理の間に変化するかについては取り扱っていない。本発明は、製品が設置され
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ているときに繰り返し及び再生可能に活性面を作り出す問題に関し、これにより抗菌特性
に関して水溶液または体液残渣中に吸収可能な銅イオンを提供し、これは、製造の間また
は製造後に半完成品または完成品上に製造することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
発明の概要
　一態様において、本発明は、種々の方法のいずれかによって銅及び銅合金表面上に特定
の表面を作り出し、続いて表面と接触している溶液中の溶解銅イオンの濃度を高めるため
の化学的処理を実施してもよい。これによってその表面の抗菌特性を高める。この表面仕
上げは、好適な仕上げの作業ロール（ｗｏｒｋ ｒｏｌｌ）を使用する冷間圧延により；
好適な研磨剤で研磨することにより；任意に研磨剤を使用して磨いたり研磨することによ
り；好適なサイズ及び速度の砂またはショット(弾：ｓｈｏｔ)でその表面に衝撃を与える
ことにより；制御化学エッチングにより；及び他の種々のプロセスによって製造すること
ができる。特定の表面仕上げの目的は、水、水溶液、及び／または体液による銅合金表面
の濡れ性を高めて、抗菌効果のために前記流体に銅及び銅イオンの溶解を促進することで
ある。
【００１６】
　一態様において、化学処理は、水溶液または体液による表面の濡れ性と干渉するであろ
う、油、グリース、ワックス及び他の表面汚染物を除去するためにミルコイル加工（ｍｉ
ｌｌ ｃｏｉｌ ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）の間の脱脂処理の使用を含む。この化学処理は、
さらに、希釈酸（ｄｉｌｕｔｅｄ ａｃｉｄ）、おそらく酸化剤を添加する脱脂表面の処
理、続いて水濯ぎを含むことができる。この追加の処理を使用して、銅または銅合金表面
の酸化状態を変えて、表面から、表面と接触している溶液に銅イオンの取り込みを促進す
る。
【００１７】
　一態様において、表面の化学処理は具体的には、曇り防止剤（ｔａｒｎｉｓｈ ｉｎｈ
ｉｂｉｔｏｒ）、たとえばベンゾトリアゾール（ＢＴＡ）若しくはトリトリアゾール（Ｔ
ＴＡ）も、水、水溶液、若しくは体液により表面を濡らさないように、あるいは銅若しく
は銅合金表面と接触させるために酸素や硫黄の移動を防いだり遅延させたりするために使
用される油、ワックスも他の物質のフィルムの適用も含まない。そのようなものを適用す
ると、処理面からの銅イオンの取り込みが阻害され、表面の抗菌特性が低下する。
【００１８】
　従って、本発明は、銅合金表面に配置された溶液に高濃度で溶解すべき銅供給源を連続
的に提供するように構成された銅合金表面を含む有用な製品を含む。
【００１９】
　即ち、本発明の要旨は、
〔１〕水溶液への銅放出を行う接触表面を含む銅合金を含む製品であって、該接触表面は
、６マイクロインチＲａ～１４マイクロインチＲａの粗度を有し、該接触表面は、ポリマ
ー仕上げ、コーティング、曇り防止剤、油、グリースまたはワックスで被覆されておらず
、該接触表面は、ベンゾトリアゾールで被覆された銅合金接触表面と比べて、より速い速
度の水溶液への銅放出を有する、製品、
〔２〕水溶液への銅放出を行う接触表面を含む銅合金を含む製品であって、該接触表面は
、６マイクロインチＲａ～１４マイクロインチＲａの粗度を有し、該接触表面は、ポリマ
ー仕上げ、コーティング、曇り防止剤、油、グリースまたはワックスで被覆されておらず
、該接触表面は、ベンゾトリアゾールで被覆された銅合金接触表面と比べて、より速い速
度の微生物不活性化を有する、製品、
〔３〕水溶液への銅放出を行う接触表面を含む銅合金を含む製品であって、該接触表面は
、６マイクロインチＲａ～１４マイクロインチＲａの粗度を有し、該接触表面は、ポリマ
ー仕上げ、コーティング、曇り防止剤、油、グリースまたはワックスで被覆されておらず
、該接触表面は、ベンゾトリアゾールで被覆された銅合金接触表面と比べて、より小さい
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接触角、より速い速度の水溶液への銅放出、およびより速い速度の微生物不活性化を有す
る、製品、
〔４〕表面粗度が、１０マイクロインチＲａである、〔１〕～〔３〕いずれか記載の製品
、
〔５〕銅合金が銅である、〔１〕～〔３〕いずれか記載の製品、
〔６〕銅合金が銅合金Ｃ１１０である、〔１〕～〔３〕いずれか記載の製品、
〔７〕水溶液が人工汗配合物である、〔１〕または〔３〕記載の製品、
〔８〕該製品が、圧延済みストリップ、病院用接触表面、または点灯装置もしくは制御機
器である、〔１〕～〔７〕いずれか記載の製品
に関する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明により、有用な製品表面上で高濃度の溶解銅を保持及び使用する方法が提供され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、プロセス及び合金の関数として測定された接触角を示す。この接触角は
、列記された本発明のプロセスのいずれに関するものよりも、ＢＴＡ、ＴＴＡ及び油など
の抗－曇り防止剤（ａｎｔｉ－ｔａｒｎｉｓｈｉｎｇ ａｇｅｎｔ）を使用する商業的処
理に関して高い。油膜を使用する商業的に処理された面は、最大接触角と最低の水濡れ性
を有する。過酸化水素などの酸及び酸化剤で処理した表面（プロセス２）は低い接触角及
び優れた濡れ性を示す。このパターンは、列記された全ての合金ファミリー（銅、赤真鍮
（ｒｅｄ ｂｒａｓｓ）、及び黄真鍮（ｙｅｌｌｏｗ ｂｒａｓｓ））に関して維持される
。
【図２】図２は、水溶液中への銅放出（ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（溶解）と表面処理プロセ
スの関数としての接触角との間の関係を示す。銅の放出は、接触角度が低下するにつれて
増加し、このことは表面と溶液との間の濡れ性（低接触角）は、高い銅放出に重要であり
、そして抗菌作用に重要であることを示す。
【図３】図３は、プロセス経路と表面仕上げの関数としての溶液中の銅放出／含有量を示
す。全ての本発明のプロセスは、曇り防止剤としてＢＴＡで処理する通常の商業的な処理
と比較して、溶液中で銅が増加したことを示す。表面仕上げ「Ａ」（好ましい態様）に関
しては、特定のプロセス経路は、溶液中への銅の放出を劇的に増加させる。プロセス５と
仕上げＡとの組み合わせは、試験した方法で最も高い銅放出を示した。
【図４】図４は、曇り防止剤としてＢＴＡで処理した通常の商業的に処理した材料と比較
した、本発明のプロセス２により処理した表面で暴露した大腸菌の不活化速度を示す。こ
のプロセスはたった３０分間の暴露後でＣＦＵが３ｌｏｇ１０減少（活性バクテリア９９
．９％減少）し、４５分後には完全に不活化したことを示した。市販の材料は９０＋分暴
露後にやや減少しただけである。
【図５】図５は、本発明のプロセス４による処理結果を示す。このプロセスは、４５分間
暴露後でＣＦＵが３ｌｏｇ１０減少し、６０分後には完全に不活化したことを示す。市販
の材料は９０＋分暴露後にやや減少しただけである。
【図６】図６は、本発明のプロセス５による処理結果を示す。本プロセスは、４５分暴露
後にＣＦＵでやや低い（２ｌｏｇ１０）減少であったが、同じ６０分後には完全に不活化
したことを示す。市販の材料は９０＋分暴露後にほんの少し減少しただけである。
【図７】図７は、ＢＴＡを使用した市販の処理の材料と、残存油膜のついた、さらに処理
しなかった圧延材料とを比較する。いずれの「商業的条件」も、本発明と比較したときに
試験時間を通じて実質的に低い細菌不活化速度を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
発明の詳細な説明
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　本発明は、多くの例示的なプロセスが記載されている以下の詳細な記載を参照としてよ
り理解することができる。本発明を通して多くの略号を使用する。理解し易くするために
、略号の幾つかを以下の表１に記載及び列記する。これらの定義は多くの物質に関するも
のであり、たとえば本発明の材料、材料の特徴、試験手順、革新的な製造及び表面処理プ
ロセス並びに他のプロセスの詳細な定義が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２３】
【表１】

【００２４】
　１）接触角の研究－水溶液による表面濡れ性
　本発明に従った処理の有効性の一つの尺度は、処理面とその表面上にある水滴（液滴）
の上面との間の接触角を測定することである。この詳細な記載において、接触角は、いず
れも空気の存在下、固体表面と液体との間の入射角（ａｎｇｌｅ ｏｆ ｉｎｃｉｄｅｎｃ
ｅ）として定義される。物理的にはこれは、固体、液体及び気体間の接触点における小滴
（ｄｒｏｐｌｅｔ）の接平面と固体表面それ自体との角度に対応する。この接触角は、種
々の流体による表面の濡れ性と表面の間の付着性により見られるように、関与する表面の
化学結合と表面界面エネルギーに関連する。これらの表面エネルギー（及び接触角）は、
表面粗度（Ｒａ）としてそのような制御可能な因子；ベース表面それ自体の化学；酸化物
、硫化物（及びその種）などの表面フィルムまたは層の存在の有無；及びそのような表面
フィルムの厚さなどの制御可能な因子と関連する。
【００２５】
　本発明において、問題となる固体表面は、バルクの金属物品の一部または基板上に配置
されたより薄い層（しかし恒久的）の、銅合金の恒久的な金属表面である。「銅合金」と
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は、本明細書中、その銅自体を含む全ての銅含有合金を指す。本明細書中で議論される接
触角の測定は、液体の溶解した気体含有量を最小化し、且つ安定化させるために沸騰させ
ておいた、単一の標準となる流体、ラボ品質の濾過済み脱イオン／逆浸透水（ＤＩ／ＲＯ
水）で実施した。測定は、液滴法を使用し、本発明のプロセスに従って処理した種々の金
属表面上で実施した。接触角の実際の測定は、リアルタイム捕捉カメラ（ｃａｐｔｕｒｅ
 ｃａｍｅｒａ）／顕微鏡設備を使用して実施した（Ｄｒｏｐ Ｓｈａｐｅ Ａｎａｌｙｓ
ｉｓ ｓｙｓｔｅｍ）。測定は、上記の「標準水」０．００３ｍｌを表面に投じて１分後
に毎秒実施した。接触６０秒後の最終接触角は、この試験における比較の標準として選択
した。これにより、試験の設定、光の条件及び空気の流れの振動（ｖｉｂｒａｔｉｏｎ）
による測定の変動性を最小化するのに役立った。
【００２６】
　接触角測定結果を図１に示す。表面上に残存する油膜のついた市販の処理材料は、最も
高い接触角であり、これは試験で使用した水では一番悪い濡れ性であった。「油と水は混
ざらない」という一般的な観察があることから、これは予想されることである。疎水性の
曇り防止剤のトリトリアゾール（ＴＴＡ）とベンゾトリアゾール（ＢＴＡ）で処理した市
販品の表面も、高い接触角と悪い濡れ性を示し、このことは、水（と体液及び多くのクリ
ーナーなどの水溶液）はそのように処理した表面と接触しないことを意味する。これらの
結果は、種々の銅合金で同じようなパターンを示すが、実際のデータはばらつきがある；
銅、赤真鍮及び黄色真鍮の結果を図１に示す。本発明の第一のプロセス、以後、「プロセ
ス１」という、で処理した表面は、試験したそれぞれの合金の標準の商業的プロセスより
も常に低い接触角を示し、本発明の第二のプロセス、以後「プロセス２」という、で処理
した表面は、著しく低い接触角を示す。
【００２７】
　２）疑似体液を使用する処理面における銅放出試験［人工的に作成した汗における浸漬
］
　本発明に従って処理した銅合金表面の有効性のさらなる尺度として、疑似体液中で金属
表面からの銅放出速度を測定するために試験を実施した。そのように処理した表面の主な
使用の一つは、感染した病院職員と非感染病院職員との間の二次感染を防ぐことであるの
で、手の皮膚（と汗などの液体）に接触した押し板やドアハンドルなどの接触面は特に重
要である。既刊文献の研究では、接触性皮膚炎の事例により、ヒトの汗への金属の放出に
は大きな関心が示されている。それ故、多くの「人工的な汗」の配合例があるが、標準的
試験法では殆ど発行されたものはなく、主にニッケル用の試験向きのようである（表２）
。研究された殆ど全ての配合物に共通しているのは、塩、乳酸と、実際の汗で知見される
アミノ酸残渣を真似た何らかの窒素含有物質を配合するということである。殆どは一般的
に使用されている血漿増量剤（ｅｘｔｅｎｄｅｒ）に似ているが、その割合は広範囲を変
動し、多くの配合物は銅表面と強く反応するであろう他の物質（たとえば硫化物、アンモ
ニアまたはアンモニア塩）を含む。
【００２８】
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【表２】

【００２９】
　この試験用に選択した人工汗配合物は、ＪＩＳ Ｌ０８４８Ｄに知見され、これはＮＨ

４Ｃｌ（塩化アンモニウム）とＮａ２Ｓ（硫化ナトリウム）の両方を含む。これらはいず
れも銅表面をかなり腐食すると予想され、またそれ自体微生物に対して幾らか毒性である
と予想される。この配合物を使用する続く試験から、ＣｕＳ（硫化銅）の不溶性フィルム
の形成と予想外の腐食が知見された。この腐食生成物は選択された方法によって分析する
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のが困難であり、また生物学的に利用可能な形態にはなく、抗菌剤の観点からは効果がな
いので、この配合物を使用する試験は中止した。使用した他の組成物は、文献で知見され
た他のあまり侵略的でない配合物の折衷案であり、容易に利用可能な医薬品をベースとす
る。この処方（ＲＬ－１という）は、乳転化リンガー溶液（深刻な脱水または失血時に使
用される一般的な血漿増量剤）をとり、実際の汗に通常知見されるタンパク質分解生成物
とアミノ酸残基を真似るのに適当な量の尿素を添加して製造する。最終組成物を表２に示
す。
【００３０】
　銅サンプルを二つの方法（浸漬及び液滴法）により人工汗に暴露した。浸漬試験は、選
択した汗配合物の既知量（通常１５ｍｌ、サンプルを完全に覆うのに十分な量）の入った
大きな試験管に処理済み金属試験片を置くことからなる。この試験管を所望の暴露時間、
かき混ぜて、その後試験片を試験管から取り出し、ラボ品質の濾過脱イオン／逆浸透水（
ＤＩ／ＲＯ水）の既知量で試験管を濯いだ。使用した人工汗の総量を、最初の暴露中の銅
の実際の濃度を測定するために希釈因子を計算するために書き留めた。液滴法（ｄｒｏｐ
 ｔｅｓｔｉｎｇ）は、水平方向に保持した処理済み試験片の上部表面に試験溶液の少量
をピペットで取り、所望の時間、暴露し、次いで試験管内に液滴を捨て、次いで既知量の
ＤＩ／ＲＯ水で試験片を試験管内で濯ぐことからなる。最初の液滴暴露で使用し得る溶液
量は、処理済み試験片上の溶液の表面張力により制限された。この方法（続く生物学的試
験暴露手順と似ているが）は、溶液に暴露される銅の表面積が少なく、ＩＣＰ試験に十分
な容積を提供するのにより多くの希釈が必要であり、表面上で溶液を攪拌することができ
ず、浸漬試験法よりも試験結果が大きくばらついた。本明細書中で提示された銅放出結果
は、全て浸漬法によるものである。
【００３１】
　暴露され希釈された溶液は、Ｔｈｅｒｍｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
製のＩＲＩＳ Ｉｎｔｒｅｐｉｄ ＩＩ ＸＳＰ Ｄｕａｌ Ｖｉｅｗ分光器上、誘導結合プ
ラズマ分光器（ＩＣＰ）で銅含有量に関して分析した。この機械の銅検出限界は、１０億
分の１．３部（ＰＰＢ）であった。これは海水中の付着防止用途における銅の最小毒性限
界と同じオーダー（１ＰＰＢ）であるので、溶液中に何らかの検出可能な銅が存在すると
、何らかの抗菌効果を示すと予想され、より高いＣｕ濃度では大きな効果があると予想さ
れる。希釈レベルを使用して、実際の暴露の間に好適な値に分析された濃度を再標準化し
た。ＩＣＰによる試験の整合性のチェックとして他の元素（Ａｌ、Ｚｎ、Ｎｉ及びＡｇ）
に関しても分析を実施した。
【００３２】
　図２は、種々のプロセス処理の接触角測定と、同一プロセスにより処理した試験片から
の銅の溶液中への放出との比較を示す。通常の商業プロセスに関しては、一般的に銅放出
が低速であり、銅は強く結合しており、微生物にとって利用可能ではないという兆候があ
る。本発明のプロセスにより処理した表面に関しては、接触角と銅放出との間には強い相
関関係があり、接触角が小さくなると（表面がよりよく濡れ性であることを示す）、銅放
出が劇的に増加する。
【００３３】
　種々のプロセス経路及び表面仕上げに関して人工汗ＰＬ－１中に浸漬した処理済み試験
片から溶液中への銅放出結果を図３に示す。本発明に関連した全てのプロセスに関し、溶
液中の銅含有量は、ベンゾトリアゾール（ＢＴＡ）曇り防止剤コーティングを使用したス
トリップの標準的な商業的処理から得られた結果よりも高かった。表面仕上げＢ及びＣに
関しては、試験した全てのプロセスで同様のパターンに従った（標準の商業的プロセスよ
りもＣｕ含有量が２～６倍増加）。表面仕上げＡ（好ましい態様）に関しては、いくらか
本発明のプロセス経路の他の表面仕上げと似た結果であるが、他の好ましいプロセス経路
（プロセス２及びプロセス５）では、溶液中の銅含有量が１５倍から２５＋倍も増加する
劇的な改良を示す。
【００３４】
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　３）生物学的試験－処理済み銅合金表面で暴露された微生物の不活化
本発明のプロセスの抗菌活性のさらなる立証は、生物学的作用物質（ｂｉｏｌｏｇｉｃａ
ｌ ａｇｅｎｔ）を処理済み表面と接触させることによって不活化させる速度を示すため
に生物学的作用物質を使用する実際の試験である。使用した試験法は、無生物の、無孔性
、非食品接触面上の抗菌剤の有効性を評価するためのＡＳＴＭ－認可法の変形である。使
用した試験法は、以下の：
１）試験すべき微生物の標準培地を準備する；
２）所望の材料サンプルを入手する、及び／または所望の試験条件に従って（本発明のプ
ロセス及び比較のために標準的な材料）サンプルを処理する；
３）培養した微生物の既知量に処理サンプルを所望の試験時間、暴露する；
４）（微生物のさらなる成長を促進も阻止もせず、試験表面のさらなる作用を中和する）
好適な中和溶液の所定量に暴露した試験片をおき、試験片（ｃｏｕｐｏｎ）を超音波処理
して、生存している全ての微生物を中和溶液中に懸濁させる；
５）前記中和溶液から試験片を取り出して、さらに銅合金表面の抗菌作用を確実に停止さ
せる；
６）（生存微生物の入っている）中和溶液を好適なレベルまで希釈して、暴露後に容易に
可算可能な結果を得、選択した微生物に関して好適な成長培地でコーティングしたペトリ
皿上で既知量の希釈溶液を暴露する；
７）暴露したプレート（調製済みペトリ皿）をインキュベートして、可算可能なコロニー
の成長を促し、続いて個々のプレート上のコロニーを計数する；
８）使用した元の溶液中のコロニー形成単位（ｃｏｌｏｎｙ－ｆｏｒｍｉｎｇ ｕｎｉｔ
）（ＣＦＵ）の数を（移した溶液の既知量と希釈レベルとをベースとして）計算して、暴
露表面から生存している微生物を除去する；
９）比較用のベースラインデータを提供するために、元の標準培地の整合量を同一方法（
銅合金表面への暴露を除く）で処理し、同一方法でプレーティングし、インキュベートし
、計数する、各段階からなる。
【００３５】
　表面仕上げＡ（～１０Ｒａ）の合金Ｃ１１０００の重複試験片をそれぞれの試験条件に
関して試験し、全ての希釈は二重にプレーティングして、生物学的研究室調製法の変動を
最小化した。この試験における全ての暴露は、Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｔｙｐｅ Ｃｕｌｔｕｒ
ｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ （ＡＴＣＣ）、Ｍａｎａｓｓａｓ（バージニア州）から入手し
た大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ ｃｏｌｉ：ＡＴＣＣ １１２２９）を使用して実施し
た。院内（病院で始まる）感染及び食中毒の発生に関与した黄色ブドウ球菌及びサルモネ
ラ腸菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ ｅｎｔｅｒｉｃａ）などの他の重要な有機体を使用して
も同様の結果が予想される。保存培地は使用前に少なくとも４８時間培養して、微生物の
活発な成長を確保した。保存培地２０マイクロリットルを処理試験片の植菌に使用し、生
存物を中和剤としてバターフィールド緩衝溶液（ＤＩ／ＲＯ水中０．６ｍＭ ＫＨ２ＰＯ

４モノカリウムリン酸塩）２０ｍｌ中に懸濁させた。同じ緩衝液を続く希釈に使用し、最
終成長プレートは希釈懸濁液２０ｍｌで植菌した。大腸菌の保存培地の成長培地はＤｉｆ
ｃｏ（商標）Ｎｕｔｒｉｅｎｔ Ｂｒｏｔｈ（ウシ抽出物及びペプトン）であり、ペトリ
皿の培地（プレート培地）はＤｉｆｃｏ（商標）Ｎｕｔｒｉｅｎｔ Ａｇａｒ、いずれも
Ｂｅｃｔｏｎ，Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｐａｒｋｓ，メリーラン
ド州）製であった。（必要に応じて）殺菌はスチームオートクレーブ（好ましい）、オー
ブン中２００～４００℃でドライヒート（特定の試験条件により必要な場合）、または９
９％＋イソプロピルアルコール中に器具を浸漬することにより実施した。プレート計数は
、４８時間培養後、暴露したプレートを外観目視検査により手動で実施した。可能であれ
ば、（特定の希釈で）２０～３００個のコロニーを示すプレートを計数に使用した。必要
により低い希釈で低い計数プレートを使用した。
【００３６】
　本研究の目的に関して、暴露後に試験片上に残っている微生物（ＣＦＵ）の絶対数は、
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もとのベースライン数からの減少率（百分率またはＬｏｇ１０減少）ほど重要ではない。
ＥＰＡ有効性データ要件は、微生物の数の９９．９％減少（ＣＦＵで３Ｌｏｇ１０減少）
はベースラインと比較してかなり有効であるので、これは本研究で探し求められたトリガ
ーレベルであった。ＣＦＵで３Ｌｏｇ１０減少に必要な暴露時間を測定し、本発明の方法
で処理していない銅合金の抗菌特性の他の試験からの同様のデータと比較した。
【００３７】
　図４～図７に微生物暴露試験の結果を示す。全ての場合において、本発明のプロセスの
一つを使用した暴露の結果は、通常の商業的加工を使用して処理し、曇り防止剤フィルム
としてＢＴＡでコーティング、銅合金圧延（ミル）製品に関する通常条件を使用するサン
プルの暴露に対して比較する。図４は、本発明のプロセス２（ＤＧ＋ＰＫＬ）による処理
の結果を示す。このプロセスにより処理した表面は、たった３０分の暴露後にＣＦＵで３
Ｌｏｇ１０の減少（活性バクテリアで９９．９％減少）を示し、４５分後には完全に不活
化した。ＢＴＡコーティングで処理した商業的加工材料は、９０分（本試験で使用した最
長）の暴露後でＣＦＵでたったの２Ｌｏｇ１０の減少しか示さない。２００５年の試験で
は、Ｍｉｃｈｅｌｓらは、９０分後に大腸菌の種々の菌株の完全な不活化を示しているが
、どの変色フィルムの存在及び表面仕上げについても報告していない。
【００３８】
　図５は、本発明のプロセス４（ＤＧ＋ＰＫＬ＋ＦＵＲＮ１）を使用する生物学的暴露の
結果を示す。本プロセスで処理した表面は、４５分をやや超えてＣＦＵで３Ｌｏｇ１０減
少を示し、６０分の暴露後には完全に不活化した。
【００３９】
　図６は、本発明のプロセス５（ＤＧ＋ＰＫＬ＋ＦＵＲＮ２）を使用する生物学的暴露の
結果を示す。本プロセスで処理した表面は４５分後にＣＦＵで低い減少（たったの２Ｌｏ
ｇ１０減少）を示したが、急激な変化となり、同じ６０分暴露後には完全に不活化した。
試験した好ましいプロセスは三つとも、既に公開されたデータと比較して活性ＣＦＵにお
いてかなり早い低下を示す（４０～６０％少ない時間で３Ｌｏｇ１０減少及び３０～５０
％少ない時間で完全な不活化）。
【００４０】
　図７は、標準的な最終の商業加工（曇り防止剤としてＢＴＡを含む）と、圧延されたが
、清浄もコーティングもされていない、圧延ミル潤滑剤の残存フィルムのついた材料との
間の比較を示す。これらの二つの条件は同様の挙動を示し、暴露された微生物の不活化の
速度は遅い（６０～９０分後でＣＦＵでたったの１～１．５Ｌｏｇ１０減少）。接触角の
試験から、これらの条件はいずれも、濡れ性が悪く、接触角が大きいことが示され、圧延
油サンプルは、最大の接触角であった。
【実施例】
【００４１】
　本発明の一態様は、以下の実施例を参照として詳細に記載する。
　銅合金ストリップは所望の厚さに加工し、アニールして軟化させ、通常プロセスにより
清浄化して最終圧延前にストリップから酸化物を除去する。所望の表面仕上げを与えるよ
うに意図された表面をもつ作業ロールを圧延装置スタンド（ｒｏｌｌｉｎｇ ｍｉｌｌ ｓ
ｔａｎｄ）に装填する。コイル状のストリップをこの圧延装置に装填して、最終厚さにな
るまで一回以上圧延する。所望の表面仕上げとなる作業ロールに必要とされる表面仕上げ
は、合金、生じる（ｉｎｃｏｍｏｉｎｇ）硬度、生じる表面仕上げ、減少パススケジュー
ル（ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ ｐａｓｓ ｓｃｈｅｄｕｌｅ）及び当業者に公知の他の因子に依
存する。圧延済みストリップの所望の表面仕上げは２～５０マイクロインチＲａであるべ
きであり、好ましくはこの仕上げは４～３６マイクロインチＲａであり、最も好ましくは
６～１４マイクロインチＲａであるべきである。圧延後、コイル状のストリップを半連続
清浄ラインに入れて、市販の脱脂溶液を使用して残存する圧延潤滑剤を除去し、水（疎水
性曇り防止剤を適用せずに）で濯ぎ、熱空気で乾燥する。清浄ラインから出る乾燥ストリ
ップは、輸送し易くするためにコイル状に巻き戻す。最終の幅に細長く切断し、輸送用に
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包装するのは、消費者にとって視覚的に好ましくないコーティングされていないストリッ
プが大気によって過剰に酸化されないように、最少遅延で実施すべきである。ストリップ
表面の通常の変色及び僅かな酸化は、プロセスの一部として予想され、ストリップの抗菌
特性に役立ち得る。表面仕上げをさらに精微化するために必要によりブラシ掛けまたはバ
フ研磨を任意に使用して清浄処理を実施することができる。
【００４２】
　本発明のさらなる態様は、以下の実施例を参照として記載されよう。
　銅合金ストリップは、すぐに仕上げができる所望の厚さに加工し、アニールして軟化さ
せ、通常のプロセスにより清浄化して最終圧延前にストリップから酸化物を除去する。所
望の表面仕上げを提供するように意図した表面を有する作業ロールを圧延装置スタンドに
装填する。コイル状のストリップを圧延装置に装填し、一回以上通過させて最終厚さに圧
延する。所望の表面仕上げが得られるように操作ロール上に必要な表面仕上げは、合金、
生じる硬度、生じる表面仕上げ、減少パススケジュール及び当業者に公知の他の因子に依
存する。圧延済みストリップの所望の表面仕上げは２～５０マイクロインチＲａであるべ
きであり、好ましくはこの仕上げは４～３６マイクロインチＲａであり、最も好ましくは
６～１４マイクロインチＲａであるべきである。圧延後、コイル状のストリップを半連続
清浄ラインに入れて、市販の脱脂溶液を使用して残存する圧延潤滑剤を除去し、水で濯ぎ
、硝酸、硫酸、リン酸、塩酸または同様のものなどの金属酸化物を減少または溶解させる
のに好適な酸の溶液で処理する。多くの市販配合物は、硫酸濃度、通常＜３０％（過酸化
水素などの酸化剤を添加することができる）に依存し、続いて（疎水性曇り防止剤を適用
せずに）水洗し、熱空気で乾燥する。硫酸濃度は好ましくは＜２５％であり、より好まし
くは１０～２０％である。（所望により）過酸化水素含有量は好ましくは＜１５％であり
、より好ましくは０．５～３％である。他の酸及び酸化剤も同様に使用することができる
。この実施例は単なる例示であり、本発明で具体化された一般原則の適用を制限するもの
ではない。清浄ラインから出る乾燥ストリップは、輸送し易くするためにコイル状に巻き
戻す。最終の幅に細長く切断し、輸送用に包装するのは、消費者にとって視覚的に好まし
くないコーティングされていないストリップが大気によって過剰に酸化されないように、
最少遅延で実施すべきである。ストリップ表面の通常の変色及び僅かな酸化は、プロセス
の一部として予想され、ストリップの抗菌特性に役立ち得る。表面仕上げをさらに精微化
するために必要によりブラシ掛けまたはバフ研磨を任意に使用して清浄処理を実施するこ
とができる。清浄化は、両方の脱脂及び酸処理の装置が利用可能であれば、一つの連続清
浄ラインで実施することができる。そうでない場合には、これらの操作は二つの個別の清
浄ラインで実施することができる。個別の清浄ラインで実施する場合、疎水性曇り防止剤
を最初のラインの乾燥前に適用して、酸処理前にストリップに表面保護を提供することが
できるが、細長く切断する前に最終処理に続いてそのような阻害剤は適用できない。
【００４３】
　本発明のさらなる態様は、以下の実施例を参照として説明されよう。
　銅合金ストリップは通常の商業的な方法によって加工して、２～５０マイクロインチＲ
ａの圧延ストリップの所望の表面仕上げとする。好ましくはこの仕上げは４～３６マイク
ロインチＲａであるべきであり、最も好ましくは６～１４マイクロインチＲａであるべき
である。ストリップはそのまままたは脱脂して輸送することができ、あるいは（続く形成
プロセスのために所望により）アニールして軟化させ、アニールプロセスの間に形成した
酸化物を除去する。清浄後、ストリップを疎水性曇り防止剤でコーティングして、表面条
件及びストリップの外観を保持し、これは、スタンピング、描画（ｄｒａｗｉｎｇ）、曲
げ、鋳造などの通常の商業プロセスにより完成部品に形成する。これらの方法は当業者に
公知である。次いでストリップを所望により完成部品に形成する。
【００４４】
　形成後、及び最終組立の前後、及び製品を使用するために設置する前に、（単数または
複数の）製品を商業的な脱脂溶液を使用して清浄化して、成形用潤滑剤として使用した油
、ワックス及びグリース残留物を除去し、及び／または水で濯ぎ（疎水性曇り防止剤を適
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用せずに）、及び／または熱空気で乾燥する。製品は、前記処理前に、コーティング、ラ
ッカー、塗料や他のポリマー仕上げ材で処理すべきではない。脱脂処理に続いて、これら
は上記のように酸溶液で処理することもできる。たとえば、上記の硫酸＜３０％（これに
過酸化水素などの酸化剤を添加することができる）及び／または水で濯ぎ（疎水性曇り防
止剤を適用せずに）及び／または熱空気で乾燥する。
【００４５】
　成形した部品は、脱脂後、処理して銅合金表面の酸化状態を慎重に変化させて、抗菌特
性を高めるために表面の銅の生物利用性を高める。これは、０Ｃ～５００Ｃの温度で種々
の時間、空気（またはＯ２、Ｈ２、Ｎ２、またはＡｇ、Ｐ、Ｓ、Ｎ、Ｃなどの化合物など
の種々の構成要素のいずれかを含む反応性雰囲気）中に暴露することを含む、多くの方法
のいずれかにより；硫化物、ハロゲン、塩及び希酸の溶液との処理により；酸素を慎重に
添加した水との処理により；過酸化水素または同様の酸化剤の溶液との処理により；及び
当業者に公知の他の方法により実施することができる。この処理の意図は、銅合金表面の
酸化を防ぐ通常の商習慣ではなく、当該表面をより化学的に活性化することである。
【００４６】
　上記実施例は単なる例示であって、本発明の原理の適用を制限するものではない。他の
具体的な装置を使用して、所望の表面粗度または仕上げを達成することができる。油分、
グリース及び他の表面フィルムを除去するために他の溶液を使用することができる。種々
の酸及び濃度を使用することができ、過酸化水素以外の酸化剤も同様に使用することがで
きる。具体的な特性の表面粗度及び仕上げを作る、及び／またはその銅合金表面を商業的
な脱脂処理にかけて疎水性表面フィルムを除去する、及び／またはその表面を酸及び／ま
たは酸化剤で処理して、処理面と水溶液との間の接触角を高めて処理表面の銅の生物学的
利用性を高める、及び／またはその表面を好適な雰囲気及び温度に暴露して、銅イオンの
放出をさらに促進させる、及び／または抗菌作用のためにそのように処理した表面上に疎
水性保護及び曇り防止フィルムの使用を除外する原理は、本発明の基本的な部分である。
【００４７】
　本発明の銅及び銅合金表面は、多くの用途で使用することができ、たとえば以下のもの
が挙げられるが、これらに限定されない：
医療機器
電化製品
点灯装置及び制御機器
衛生器具
手工具
救急処置具
車輌の接触面
農産物及び肉処理包装用の加工機器
農業
穀物または食品貯蔵
水／給食
耳標
乳製品及び肉加工
ファストフード及び商業レストラン
携帯電話及び電気通信
コンピューター（キーボード及び周辺機器）
マスク及び呼吸装置
建材及び建築でのモールドプルーフィング（ｍｏｌｄ ｐｒｏｏｆｉｎｇ）。
【００４８】
　本明細書を通して、脱脂（ｄｅｇｒｅａｓｉｎｇ）及び清浄（ｃｌｅａｎｉｎｇ）なる
用語を繰り返し使用する。表面を清浄／脱脂する多くの別の方法も予想され、以下のもの
：
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１）研磨剤で清浄／グリット吹きつけ
２）カソード清浄（ｃａｔｈｏｄｉｃ ｃｌｅａｎｉｎｇ）／脱脂
３）アノード清浄（ａｎｏｄｉｃ ｃｌｅａｎｉｎｇ）／化学粉砕（ｃｈｅｍｉｃａｌ ｍ
ｉｌｌｉｎｇ）
４）電解及び電気化学的清浄
５）超音波または他の音響活性の適用
６）特別な医学用途用のイオンミリング（ｉｏｎ ｍｉｌｌｉｎｇ）
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４９】
　一態様において、以下の：
超音波＋アノード（ａｎｄｏｉｃ）電解清浄＋カソード化学ミリング
の全てを実施するのが好ましい。
【００５０】
　本発明の態様として、以下のものが挙げられる。
［１］銅ストリップの製造法であって、
ａ．所定の厚さと所定の抗菌特性に加工すべき銅合金ストリップを準備する；
ｂ．前記銅合金ストリップをアニールする；
ｃ．前記銅合金ストリップを清浄化して最終圧延前に酸化物を除去する；
ｄ．前記銅合金ストリップをコイル形で圧延ミルに装填し、所定の厚さに圧延する；
ｅ．前記銅合金ストリップは、２～５０マイクロインチの表面粗度を有し、より正確な範
囲の表面粗度は、前記所定の抗菌特性に依存して少なくとも一部決定される；
ｆ．前記銅合金ストリップをコイル形で少なくとも半連続式の清浄ラインに装填し、残っ
ている全ての圧延潤滑剤を除去する；
ｇ．脱脂溶液を使用してそのような潤滑剤を除去する；
ｈ．前記銅合金ストリップを水で濯ぎ、乾燥する；
ｉ．前記銅合金ストリップをコイル形に巻き戻す；及び
ｊ．前記銅合金ストリップを細長く切断して所定の幅に形成し、前記銅合金ストリップの
側面が大気中の酸素と隔絶するコーティングを処置せずに出荷用に包装する、各段階を含
む前記製造法。
［２］前記表面粗度が４～３６マイクロインチである、［１］に記載の方法。
［３］前記表面粗度が６～１４マイクロインチである、［１］に記載の方法。
［４］前記銅合金ストリップを、金属酸化物を溶解するように構成された酸で処理する、
［１］に記載の方法。
［５］前記酸は３０％未満の濃度の硫酸である、［４］に記載の方法。
［６］前記硫酸を酸化剤と組み合わせる、［５］に記載の方法。
［７］前記酸化剤が過酸化水素である、［６］に記載の方法。
［８］前記硫酸が１０％～２０％濃度であり、前記過酸化水素が０．５～３％濃度である
、［７］に記載の方法。
［９］前記銅合金ストリップを、加熱吹き込み乾燥空気を適用して乾燥する、［８］に記
載の方法。
［１０］前記表面粗度が６～１４マイクロインチＲａである、［９］に記載の方法。
［１１］溶液中に溶解した銅を連続して補充する溶液を提供する方法であって、
ａ．銅合金接触面をもつ中実の銅合金の塊を準備する、ここで前記銅合金表面は、微生物
を殺すために所定の表面粗度と関連する所定の特性とを有する；
ｂ．前記銅合金接触面は、前記銅合金接触面を覆い、前記銅表面接触面が大気中の酸素に
暴露されないように隔絶し、さらに前記銅合金接触面に高い濡れ角を提供するバリヤコー
ティングをその表面上に持たない；
ｃ．前記銅合金接触面は連続する銅供給源を提供するように構成された表面である；
ｄ．微生物を殺すための前記所定の特性のため、ヒトの手または汚染粒子と接触するため
に暴露し易いように構成される用途に前記銅合金接触面をもつ銅合金の塊を効果的に配置
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すると、前記銅合金表面上の生存している危険な病原菌の減少を導くことをユーザーに助
言することによって、前記銅合金の塊の設置を指示する、各段階を含む、前記方法。
［１２］配置の前記指示段階が、中実の銅合金の塊から有用な物品を製造し、ユーザーに
前記有用な物品が抗菌特性をもつことを助言する段階を含む、［１１］に記載の方法。
［１３］前記有用な物品が政府によって鋳造され流通用に放出される硬貨である、［１２
］に記載の方法。
［１４］抗菌特性をもつ有用な物品を設計及び製造する方法であって、
抗菌特性が有用な物品の最小設計要件であることを決定する；
前記有用な物品の接触面の表面粗度特性を抗菌特性の最小要件に少なくとも一部基づいて
決定する；
銅合金接触面上に配置された溶液中に高濃度で溶解させるべき銅供給源を連続供給するた
めに、前記表面粗度特性と実質的に適合するように構成される銅合金接触面を提供する、
各段階を含む、前記方法。
［１５］抗菌消費材の販売法であって、
有用な機能を果たしつつ、有用な消費材の操作の間にヒトの手の一部で触るように構成さ
れる、接触面をもつ有用な機能を果たす有用な消費材を提供する；
ここで前記接触面は、２～５０マイクロインチＲａの粗度特性をもつ銅合金接触面を含み
；
ここで前記接触面は前記接触面を大気中の酸素と隔絶するコーティングをもたない；及び
前記有用な消費材は、前記銅合金接触面上に少なくとも一部基づく接触面上の生存してい
る微生物の量を経時で減少させる傾向のある特性をもつと主張する、各段階を含む、前記
方法。
［１６］前記有用な消費材がドアノブであり、前記銅合金接触面は６～１４マイクロイン
チＲａの粗度特性をもつ、［１５］に記載の有用な消費材の販売法。
［１７］前記有用な消費材がドアの押し板であり、ここで前記銅合金接触面は、銅合金接
触面の濡れ角を増加させる傾向のあるコーティングをこの表面にもたない、［１５］に記
載の消費材の販売法。
［１８］前記有用な消費材が調理器具である、［１５］に記載の有用な消費材の販売法。
［１９］抗菌建築材の販売法であって、
有用な機能を果たしつつ、生存している有害な微生物により接触されるように構成されて
いる、その上に接触面をもつ有用な機能を果たす有用な建築材を提供する；
ここで前記接触面は、２～５０マイクロインチＲａの粗度特性をもつ銅合金接触面を含み
；
ここで前記接触面は前記接触面を大気中の酸素と隔絶するコーティングをもたない；及び
前記有用な建築材は、前記銅合金接触面上に少なくとも一部基づく接触面上に生存してい
る微生物の量を経時で減少させる傾向のある特性をもつと主張する、各段階を含む、前記
方法。
［２０］前記抗菌建築材が暖房及び排気システム用のダクト工事用であり、且つ前記銅合
金接触面は４～３６マイクロインチＲａの粗度特性をもつ、［１９］に記載の抗菌建築材
の販売法。
［２１］病気の伝播を低減する方法であって、ドアを開けるときにヒトの手で接触するよ
うに設計された位置のドア上に銅合金表面を提供する；
前記銅合金表面は、６～１４マイクロインチＲａの表面粗度をもち、前記銅合金表面の濡
れ角を高めるような傾向があるコーティングをその上にもたない；及び
前記ドアを病院に配備する、各段階を含む前記方法。
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